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2050年カーボンニュートラルと
企業の取り組み

2015年のパリ協定以降、世界は気温上昇を2℃未満、
できれば1.5℃に抑えるために動き出しており、日本においても政府の2050年カーボン
ニュートラル宣言を受け、脱炭素化を推進するための産業政策やエネルギー計画が進められている。2050年カーボンニュートラルは国、地域
だけでなく、都市、企業、金融機関などのすべての当事者において主流化しつつある。本稿では、企業にとってのカーボンニュートラルの考え
方、取組フローについて解説するとともに、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の
「カーボンニュートラルサポート」
サービスを紹介する。

「運動不足を世界からなくす」
ことを第一のミッションに掲げて、従来の保健事業でアプローチが困難とされてきた人々の歩数を増加させ
るなどの成功を収めている東京大学の鎌田真光氏に、
アプリ
「パ・リーグウォーク」
や自治体の事業で活用した
「ソーシャル・マーケティング」
の手法や
「ゲーミフィケーション」
の理論についてお聞きし、企業内での健康経営推進に際して社員の行動変容や健康づくりに効果的に
活用するためのポイントを解説いただいた。

健康経営①

企業に人的資本の情報開示を求める投資家の動きが活発化しており、米国では上場企業に対して情報開示が義務化された。日本でも2021
年6月のコーポレートガバナンス・コードに
「人的資本」
という言葉が初めて使用され、今後開示が進められる流れになっている。
また、人的資
本の情報開示ガイドラインとして2018年にISO30414という国際規格が策定された。本稿では、
こうした人的資本の情報開示が進む背景や、
日本企業における課題、健康経営との関連性について日本人第1号のISO30414コンサルタントである株式会社HCプロデュースの保坂駿介
氏にお話をうかがった。

健康経営②

スマートフォンの普及により、誰でも思ったことをすぐに全世界に向けて発信できる環境となった。企業は業種・規模を問わず、
ソーシャル
メディアをはじめとしたインターネット上の炎上騒動に注意しなければならない時代となっている。本稿では、企業向けにSNS炎上対策の
総合サービスを提供している株式会社リリーフサインの四家章裕氏からの寄稿により、
ネット炎上の流れを疑似体験していただくとともに、
企業が取るべきネット炎上対策について解説いただいた。

ネット炎上

政府戦略、海外消費者の所得向上、
コロナ禍による国内消費の減少等を背景に農林水産物・食品の輸出が年々増加している。一方、各国の
規制違反により輸入差し止めとなる事例が多数発生する等、輸出に伴う難しさも指摘されている。本稿では、最近発生している輸入規制違
反等の事例を基に、農林水産物・食品の輸出に取り組もうとしている事業者のうち、特に食品製造事業者がどのよ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。

食品輸出

人生100年時代となり、認知症とは多くの人が無縁ではいられないが、認知症には、感染症と同様、基本的な対応策があることが知られて
いる。今号の基礎研究レポートとして理化学研究所の大武美保子先生に寄稿いただき、認知症予防の考え方と共に、それを日常生活で
実践することを可能とする会話支援手法である共想法と、共想法に立脚し開発した技術、ならびに、NPO法人ほのぼの研究所における
実践研究活動を紹介し、防ぎうる認知症にならない社会の実現に向けた展望を解説いただいた。
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要旨
▪ 2015年のパリ協定以降、
世界は気温上昇を2℃未満、
できれば1.5℃に抑えるために動き出している。
日本においても政府
の2050年カーボンニュートラル宣言を受け、
脱炭素化を推進するための産業政策やエネルギー計画が進められている。
▪ 2050年カーボンニュートラルは国、
地域だけでなく、
都市、
企業、
金融機関などのすべての当事者において主流化しつつ
ある。
さらに、
サプライチェーン全体での温室効果ガス排出削減取組を推進し、
取り組むことができない事業者のサプラ
イチェーンからの除外について明言する企業も現れている。
▪企業がカーボンニュートラル取組を行ううえで、
SBTやRE100等の国際的な枠組みが参考になる。

1．
カーボンニュートラルを巡る背景
⑴パリ協定と1.5℃目標、カーボンニュートラルの
関係性

れたGHGを回収、除去することを意味する。青のラインは2℃
未満、水色が1.5℃の排出経路であり、CO2をゼロ（カーボン
ニュートラル）
とする時期が、
それぞれ2070年、2050年として示
されている。
わずか0.5℃だが、
取組速度の差はかなり大きい。

地球温暖化による影響が顕在化する中、2015年の国連気候

また、パリ協定では国連気候変動に関する政府間パネル

変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）
において、
『地球の

（IPCC）に対し、1.5℃目標の影響、GHG排出経路について追

平均気温上昇を産業革命前に比べ2℃より十分低く抑える、
で

加の調査を要請、その調査結果「1.5℃特別報告書」が2018年

きれば1.5℃に抑える努力をする』
という
「パリ協定」
が採択され

に発表された。同報告書では、2℃と比べ1.5℃に抑制すること

た。気温の上昇を1.5℃や2℃未満に抑えるためには、温暖化の

で、気象・気候の極端現象の抑制や、生息地を失う生物種の

原因とされるCO2などの温室効果ガス
（以下、
「GHG」）
の削減

数、水枯渇リスク、気候関連リスクにさらされる人口およびそれ

が必要である。

による難民、貧困に陥る人口など社会・経済への負の影響を大

次頁図１は、
シナリオ毎のCO2排出量経路を示している。茶

幅に低減できることが示された。
目指す気温が異なれば経済や

色のラインは気候変動の緩和策を一切行わないというシナリ

エネルギーシステムの変更に伴う投資サイクルが変わるため、

オで、CO2排出量は増加の一途をたどり21世紀末には地球の

同報告書に関する各国政府の反応は分かれるものとなった。一

平均気温は約4℃上昇する。黄色のラインは、各国が掲げる緩

方で、国別削減目標（NDCｓ）
の引き上げを表明する国や、英

和目標、政策をすべて実現した場合で3℃上昇の水準である。

国、
フランス、EUのように2℃から1.5℃へ長期目標を置き換え

パリ協定が掲げる目標は、青および水色のラインである。
いず

るなど、1.5℃を目標にする素早い動きもみられた。

れも21世紀中盤以降に排出量をネガティブにする経路である。

1

これは排出量をゼロにするだけでなく、既に大気中に放出さ
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⑵カーボンニュートラルに賛同する国、企業、金融
機関の増加
その後、
「 Climate Ambition Alliance注1）」や
「Race to
Zero注2）」
「
、Net Zero Challenge注3）」
などカーボンニュートラ

由来を半減し、再生可能エネルギーを現行の22～24％から36
～38％へ引き上げるとしている。

⑷自治体のカーボンニュートラル計画策定推進

ルを目指すイニシアチブ等が発足し、企業や投資家、
自治体ら

2021年5月、温暖化防止を目的とする法律「地球温暖化対策

が次々に参加を表明している。国連のGlobal Climate Action

推進法（以下、
「温対法」）」
が改正され、2050年カーボンニュー

Portal によれば、2050年カーボンニュートラルのコミット数は

トラルが明記された。温対法は企業のみならず自治体も対象

1）

2021年8月現在で4,786件（国：121、地域：31、都市：733、企業：

であり、GHG排出抑制のための総合的な計画・施策の策定、
お

3,607社、団体・組織：661、機関投資家：173）、全GDPの1/3以

よび実施が求められている。その第一歩として、
自治体の多く

上2）にあたる。

が2050年にCO2ネットゼロを目指す
「2050年ゼロカーボンシ

⑶日本政府のGHG削減目標、
グリーン成長戦略、
エネルギー基本計画改正案
日本では、2020年10月、菅首相の所信表明演説において、

ティ」
を表明している。2021年7月30日現在、432の自治体（表明
自治体総人口では約1億1,118万人）3）まで拡大している。

⑸企業にとってのカーボンニュートラルの考え方

2050年カーボンニュートラルを目指すことが宣言された。2021

2050年カーボンニュートラルが標準化し、
ビジネスを行う上

年4月の地球温暖化対策推進本部では、
その中間目標を
「2030

ではカーボンニュートラル取組は避けて通れない。取り組み

年までに2013年比46％削減」
とし、
さらに
「50%削減の高みに向

を進める際には、RE100、EP100やSBTなどの既存のカーボン

けて挑戦する」
ことが発表された。

ニュートラルの枠組みを活用することが望まれる。
いずれも国

そして2050年カーボンニュートラル実現のための産業政策
「グリーン成長戦略」
では、温暖化対策はコスト増や成長の制

際的に認められているイニシアチブであるため、GHG削減の積
極的な取り組みを伝えるのに簡便である。

約ではなく、成長の機会となるとし、
カーボンニュートラルのた

RE100はRenewable Energy 100％の略で、
自社事業運営

めのイノベーションに対する税制優遇、助成金、規制改革など

の電力を100％再エネにすることを目的とした国際的イニシアチ

が打ち出されている。
また2021年7月、
エネルギー需給に関する

ブである。RE100では、再エネ100%を達成するための目標年を

基本方針となる
「エネルギー基本計画」改正案が発表された。

決定する必要があり、2030年に60%、2040年に90%、2050年に

2050年カーボンニュートラルを踏まえ、2030年には化石燃料

100%とすることが求められる。
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【図１】世界のCO2排出量の推移と気温上昇シナリオ
（出典：IPCC第6次報告書にMS&ADインターリスク総研加筆／1.5℃の排出経路はCarbon Briefのグラフを参考に追記）

EP100はEnergy Productivity 100％の略で、
エネルギーの

1.5℃や2℃未満水準（カーボンニュートラル）
となる削減目標の

スマートな利用によるGHG削減によって気候変動緩和のリー

設定と、取り組みが求められる。
目標はScope1、2、3として示さ

ダーシップを発揮することを目的としている。25年以内にグロー

れるサプライチェーン全体での削減目標が必要になる
（ただし、

バルで消費する全エネルギーの経済的生産性の倍増、10年以

Scope３が全排出量の40％未満の場合はScope3の目標設定

内に各施設へのエネルギー管理システムの実装、2030年までに

は不要。
また中小企業はScope3の目標設定は任意。）。Scope

ネットゼロカーボンビルの所有、
占有、開発のいずれかをコミッ

１とは自社の事業活動に伴うGHG排出量、Scope2は購入した

トする必要がある。

電気、熱、蒸気の使用に伴う排出量、Scope3は調達、輸送、製

SBTはScience Based Targetsの略で、科学に基づい

品の使用、廃棄などに伴う排出量を指す
（図２、表１）。

たGHG削減目標のことを言い、パリ協定で求められている

【図２】Scopeの全体像

（出典：GHG Protocol “Technical Guidance for Calculating Scope3 Emissions”）

【表１】Scope3 15のカテゴリー分類

サプライチェーン上流
調達先

サプライチェーン下流
販売先

1

購入した製品・サービス

9

輸送、配送(下流)

2

資本財

10

販売した製品の加工

3

Scope1、2に含まれない燃料および
エネルギー関連活動

11

販売した製品の使用

12

販売した製品の廃棄

4

輸送・配送(上流)

13

リース資産(下流)

5

事業からでる廃棄物

14

フランチャイズ

6

出張

15

投資

7

雇用者の通勤

8

リース資産(上流)
（出典：環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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【図３】SBT削減目標のイメージ

（出典：環境省「SBT
（Science Based Targets）
について」）

Scope1＋２では2℃未満、Scope3は2℃が目標の水準となる
（図３）。
ただし、2021年7月、
この目標の引上げが発表されてい
る。近年の電力使用量と産業プロセスからのGHG排出量の増
加に伴い、2050年までのネットゼロ達成への危機感が背景にあ
る。発表によれば、2022年7月15日以降に目標を設定する企業
については、Scope1+2は1.5℃、Scope3は2℃未満が必須とな
る。既にSBT認定を受けている企業も5年以内の新基準の目標
設定が求められる。
また現在、大企業においてカーボンニュートラル取組が推進
されているが、
その対象が中小企業に広がりつつある。
例えば、大企業がSBTを設定した場合には、そのサプライ

2．
企業のカーボンニュートラル取組の

考え方

⑴基本的な企業のカーボンニュートラル取組フロー
基本的な企業のカーボンニュートラル取組のフローとしては
下記のとおりである。
①現状把握
②削減目標の設定
③削減計画の検討
④削減行動

チェーンに含まれる企業に対しても何らかの形で脱炭素取組
を求めることとなる、
または、それが取引条件にもなる可能性

①現状把握

がある。実際、米・Apple社はRE100取組の中で、Apple製品

企業がカーボンニュートラルを実行するにあたり、第一に自

の製造における電力の100％再エネを目指し、
サプライチェー

社の排出量の現状を把握する必要がある。我が国では現在、全

ンに対し再エネの利用を要請している。
また、独・ダイムラー社

体のエネルギー使用量（原油換算値）が1,500kl／年以上でか

は、2039年以降に販売する乗用車のカーボンニュートラルを

つ特定事業者等に認定された事業者は、年度毎のエネルギー

発表、適合しないサプライヤーは除外するとしている。サプラ

使用量を届けなければならない。
そのことから比較的大規模な

イヤーから除外されない為にはSBTなどを活用し早期に脱炭

事業者は既にエネルギー使用量からCO2排出量を把握してい

素化を推進する必要があるが、逆に言えば、早期に取り組むこ

るものとみられる。一方で上記の規模以下の事業者は自社のエ

とで、取引先や市場シェアの拡大などのビジネスチャンスも期

ネルギー使用量等、現状を把握していない場合が多いといわれ

待できる。

ており、今後はこういった事業者においてもCO2排出量の算定
（現状把握）が求められるものと推察される。一般的なCO2の
排出量の計算方法として、CO2排出量＝活動量（生産量・使用
量・焼却量）×排出係数がある。
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②削減目標の設定
算定されたCO2排出量を基に、カーボンニュートラル達成
のために必要な削減量を概算し目標を設定する。政府は2020
年4月、2013年のエネルギー起源CO2排出量12.35億トンから、

⑵企業のカーボンニュートラル取組事例
カーボンニュートラルにおける企業の具体的な取り組みを以
下に示す。

2030年には約5.75億トン、2050年に0に削減するというロード
マップを描いた。
ここでは、産業、業務、家庭、運輸などの各セク

①大企業A社（製造業）4）

ターに対し、具体的な削減目標が割り振られている。
またこれ

パワーエレクトロニクスや電子デバイスなどを製造するA社

らの削減目標は、1.5℃目標に整合性があってはじめて有効であ

はSBTに参加し、2030年にScope１、２で2013年比31%削減す

る。前述のSBTは、1.5℃目標と整合するために独自の方法論を

る目標を立てている。
その上CO2削減効果だけでなく、
ステー

使用し科学に基づく削減を推進する国際的なプロジェクトであ

クホルダーや評価機関からの評価の向上や、社内の環境活動

る。現在我が国をはじめ世界の1,200を超える企業が参加して

のモチベーションUPなど副次的な効果も期待し取り組んで

おり、SBTに参加し削減目標を設定することは、企業にとっての

いる。

対外的なPRにもつながるといえる。
③削減計画の検討
削減目標が決まったら、具体的な達成手段を考える。
まずは、
省エネでいかに現状のエネルギー使用量を抑えられるかを検

5）
②中小企業B社（土木建設業）

SBTの中小企業版ともいわれるRE Actionに参加している
土木建設業B社は、事業全体での再エネ100%を実現した。取
組内容としては、太陽光パネルを社屋に設置し自家発電を行

討する。我が国では1970年のオイルショック以来省エネの法

い、
自家消費のうち余った分の電力はEVに蓄電をし、売電をし

制度化が進み、具体的な省エネの手法も確立しているが、
セク

ている。
またJクレジットを活用し、事業所だけでなく建設現場

ター別にはまだまだ見直せるものや、取り組みが遅れている領

で使用する電力を再エネ100%に変更した。

域も少なくない。
次に、再生可能エネルギーによる取り組みである。太陽光
発電、風力発電などの再生可能エネルギーによる自家発電を
することで、外部から購入する電力量を削減する。別の方法
としては、化石燃料によって発電された従来の電力会社との

3．
2050年カーボンニュートラルに

向けて

契約を切り替え、小売発電事業者が提供する再エネ電力メ

世界的に気候変動の影響が顕在化する中、日本を含む世

ニュー等を購入することなどが挙げられる。さらに、グリーン

界では2050年カーボンニュートラルに向かって動き出してお

電力証書や再エネ電力由来Jクレジット等による方法もある。

り、カーボンニュートラルは企業の規模の大小、業種を問わ

これは、現状の電力契約はそのままで、環境価値のみを電力証

ず、我が国が産官学金民の総動員で取り組む課題であるとい

書という形で購入し、再生可能エネルギーを使用したものとし

える。企業としてまず取り組むべきは、
自社のCO2排出量を把

て相殺する方法である。
また将来的には削減しきれない量を、

握し、
カーボンニュートラルとなる削減目標を設定することで

ネガティブエミッション技術を活用し吸収・固定により削減と

ある。
目標はSBTなどの世界的に認知されている枠組みを活

みなす方法も将来的な削減活動と考えられる。植林や森林管

用することにより、対外的なアピールになるとともに、取引先

理による吸収固定有効利用（CCU）、地下貯留（CCUS）など

からの脱炭素化要求にも一定程度対応が可能となる。具体

の新たな技術を組み合わせ、
目標達成することが求められると

的な取り組みとしては、省エネ取組や再エネ調達があり、企業

推察される。

規模を問わず、自社で対応できる部分から取り組みを進める
ことが望まれる。

④削減行動
削減目標、削減方法が決まったら、削減行動を計画、実施、
結果検討、計画修正などのPDCAサイクルを回して組織的に管
理をして、透明性のある仕組みにおいて目標達成の進捗管理を
行っていく必要がある。

5
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レジリエントでサステナブルな社会をめざして
2050年カーボンニュートラルと企業の取り組み

参考 ‖ カーボンニュートラル取組に関するＭＳ＆ＡＤインターリスク総研のサービス
MS&ADインターリスク総研は、２０２１年７月、MS&ADインシュアランスグループ各社とも連携して、
「カーボン
ニュートラルサポート」
をリリースしました。本サービスは、企業規模を問わず、
カーボンニュートラル取組の進んだ
企業からこれから着手する企業まで、
すべての取組フェーズにおいて支援が可能なように、外部専門機関と適宜連携
しながら提供できるものとして開発しました。
メニューの具体的内容は表２のとおりです。

段階

No.

概要

1-1

セミナー・勉強会
支援

カーボンニュートラル
（CN）
に関する基礎事項や最新動向などの勉強会を実施

1-2

よろず相談

CNに興味がある、取り組みたいというお客さまに対してコンサルタントが１～２回
訪問あるいはWeb会議システムを活用し、相談に応じます

2-1

CO2排出量
／削減量簡易算定

エネルギーに関する使用量のデータを基に、
エネルギー起源のCO2排出量および
CN達成のために必要な排出量削減を算定

2-2

温室効果ガス
詳細算定支援

国際的な算定基準
（GHGプロトコル）
に基づいたGHG排出量算定をパートナー企
業とともに支援

2-3

CNシナリオ分析
支援

将来のビジネス上のリスク・機会の特定および影響度の評価、対応・戦略の方向性
の検討を支援

2-4

SBT削減目標策定
支援

パートナー企 業とともに、国 際 的にスタンダードかつ科 学 的 知 見に基づいた
Science Based Target
（SBT）
の方法論に基づき、GHG削減目標の策定・申請を
支援

3-1

再エネ調達・導入
支援

パートナー企業とともに、再エネ比率やGHG削減目標を立てたお客さまに対して、
国内外の再生可能エネルギーの調達・導入を支援

3-2

省エネ導入支援

パートナー企業とともに、お客さまに最適な省エネ導入を支援。最終設備導入まで
サポート

導入

戦略

メニュー

削減

2050年カーボンニュートラルと
企業の取り組み

【表２】
カーボンニュートラルサポート メニュー

以上

注）
参考文献・資料等
1）国連
＜https://climateaction.unfccc.int/views/cooperativeinitiative-details.html?id=94＞（最終アクセス2021年8月20日）
２）国連およびIMFのデータを基に概算した
・国連
＜https://climateaction.unfccc.int/views/cooperativeinitiative-details.html?id=94＞（最終アクセス2021年8月20日）
・IMF＜https://www.imf.org/external/datamapper/
NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/RUS＞
（最終アクセス2021年8月26日）

1）COP25開催国のチリが主導となり、2019年9月の国連気候サミットにおいて
発足。2050年ネットゼロをコミットした政府、自治体、企業、投資家らが参加
する
2）Climate Ambition Allianceへの参加を促すためのキャンペーン。2050年
ネットゼロの気運を醸成し、各国政府の削減目標
（NDCｓ）
の引上げなどへの
影響が期待されている
3）世界経済フォーラムによる2050年ネットゼロを目指すイニシアチブ。2020年
の年次総会に先立ち、2050年ネットゼロの目標設定を企業のトップに呼び掛
けた

３）環境省＜https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html＞
（最終アクセス2021年8月20日）
4）環境省<http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_
chain/gvc/case_smpl_sbt.html>(最終アクセス2021年9月
14日)
5）RE100<https://saiene.jp/casestudy2020#RE00026>（最終
アクセス2021年9月14日）
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健康経営①

多様な人々を巻き込む
健康づくりのアプローチ方法
～
「ソーシャル・マーケティング」
「ゲーミフィケーション」
の活用～

【お話をうかがった方】

東京大学大学院医学系研究科
公共健康医学専攻 健康教育・社会学分野
か

ま

だ

【聞き手】

講師

ま さ み つ

鎌田 真光 氏

MS&ADインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部
健康経営サービスグループ
上席コンサルタント

に し だ

こ う た ろ う

西田 耕太郎

要旨
▪企業や自治体などにおける健康づくりでは、人それぞれの健康行動への関心や取り巻く環境が大きく異なるため、多様
な人々に参加してもらい実践・継続してもらうことには戦略と工夫が必要である。
▪これまでのように
「健康無関心層」
とひとくくりでラベリングせず、それぞれの人や集団に適したアプローチが必要
となる。
▪今回、アプリ
「パ・リーグウォーク」
に関与し、従来の保健事業でアプローチが困難とされてきた人々の歩数を増加させる
などの成功を収めている東京大学の鎌田真光氏に、同アプリや自治体の事業で活用した
「ソーシャル・マーケティング」
や
「ゲーミフィケーション」
の理論についてお聞きし、企業等の健康づくりにも効果的に活用するためのポイントを解説
いただいた。

１

企業や自治体との健康づくりの研究

アプローチ手段を生み出すことができれば、
「運動不足を世界か
らなくす」
というミッションに向けて、社会に対し大きなインパク
トを与えることができるものと考えています。最近は、経営戦略と
して、
ＣＳＶ
（Creating Shared Value）戦略を掲げる企業も増

Ｑ．
鎌田先生の自己紹介を兼ねて、研究テーマについてお聞か
せください。

えています。
ＣＳＶ戦略とは、企業の利益と社会の利益を共に追
及して、世の中に新しい価値提供をしていこうとする考え方です。
そのような戦略を持つ企業と協働することで、様々な活動を進め

これまで、
「運動不足を世界からなくす」
ことを第一のミッショ

ていきたいと考えています。

ンに掲げて研究を行ってきました。例えば、
自治体と一緒に行っ

7

た研究では、島根県雲南市における介入 注1）事例が挙げられま

健康づくりの介入を進める上では、
ソーシャル・マーケティング

す。地域住民に対して、
ソーシャル・マーケティングの手法（後

を利用しています。
また最近では、
あわせてゲーミフィケーション

述）を活用し、実際に運動実施率の増加という成果を上げるこ

（後述）を取り入れることで、ゲーム要素をゲーム以外の場面に

とができました。また、企業と一緒に行った研究では、
アプリを

適用させて、身体活動量を向上させることにも活用しています。

活用し、若い年代も含めて体を動かす取り組みを行っていま

健康づくりを進めるにあたり、もともと健康に良い行動に強い

す。多様な資源（ヒト・モノ・カネ・情報等）を持つ企業と新しい

関心を持っている一部の限られた人だけではなく、それ以外の
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より幅広い人々にアプローチしていくため、
ゲーミフィケーション
の活用は有効な手段の一つだと考えています。

2

多様な人々の巻き込み方
：パ・リーグウォークにみる仕掛け

Ｑ．2019年より、
コロナ禍・テレワークの普及によって、社会

Ｑ．
鎌田先生が学術面でサポートされているアプリ
「パ・リー

全体の健康に対する意識や、働く人の健康行動も変わっ

グウォーク」は、2020年に、厚生労働省・スポーツ庁の

たと思いますが、鎌田先生が注目している変化をお聞か

「第9回健康寿命をのばそう！アワード」
で優秀賞を受賞

せください。

しました。
まず、
パ・リーグウォークの概要をお聞かせくだ
さい。

「コロナ太り」
という言葉も生まれましたが、通勤・通学の減
少による運動不足、特に歩数の大幅な減少が認められました。

プロ野球パシフィック・リーグ６球団の公式アプリで、様々な

また、身体活動量・歩数だけでなく、人とのつながりや交流も減

ゲーム要素を含む無料の歩数アプリです。歩数ランキングのほ

少しています。私が理事として所属している日本運動疫学会注2）で

か、１日１万歩を達成したら、応援球団の選手の画像がランダムで

も、
これらの感染症予防に伴う健康二次被害（外出を控えること

貰えます。超人気選手から無名の選手、
「推し」
の選手まで、毎日
誰が出るか分からない意外性もあり、楽しめる要素が盛り込まれ

につながること）
に関して様々な研究結果を発信しています。
この

ています。
また、野球の試合がある日は、
ファン同士の合計歩数で

ようにコロナ禍の状況を踏まえると、今後、様々な対策が必要だ

対戦する機能もあります。
「 今日は試合には負けたが、歩数では

と考えています。

勝った！」
といった楽しみ方もできます
（図１）。

一方で、
「運動不足のままではダメだ」
と意識的に運動や筋トレ

このように、
プロ野球ファンの
「野球が好きで、選手とのつなが

をする人も増加しています。
トータルで見ればこのような人はま

りを感じたい」
という想いをどのように盛り込み、
これをいかに

だ少なく、全体で見て十分とはいえませんが、今後、
しっかりと確

身体活動につなげるか、
「ソーシャル・マーケティング」
と
「ゲーミ

認や検証をしていくことが必要だと考えています。
その上で、
コロ

フィケーション」
の基本的なプロセスに基づいて開発されたアプ

ナ禍においての心身の不調を防ぐだけでなく、
よりいきいきとした

リとなっています。

生活を送るためのサポートが必要ではないかと感じています。

【図1】
アプリ
「パ・リーグウォーク」©Pacific League Marketing Corporation
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で、
身体活動や人との関わりが 減少することなどから心身の不調

Ｑ．
パ・リーグウォークの
「成果」
についてお聞かせください。

Ｑ．
パ・リーグウォークの利用促進にあたって工夫された点
があればお聞かせください。
また、
アプリの企画や開発に

アプリを利用している人と、利用していない人を比較すると、
ア

あたり、運営事業者（パシフィックリーグマーケティング

プリ利用者は、
インストール前と比べて1日平均で500歩ほど歩数

株式会社）
との協働において何か印象的な取り組みがあ

が増えていました。
さらに、
この歩数の増加は9カ月間持続したこ

れば教えてください。

とも分かりました1）。
従来、学歴・収入といった属性が健康格差に強く関係してお

アプリの工夫としては、先ほど述べたプロ野球選手の画像提供

り、運動行動も同様に格差が見られるという研究報告がありまし

機能を追加した点が挙げられます。
その結果、歩数1万歩を達成

た。一方で、
このアプリの利用者に関しては、学歴・収入によらず、

する人が一気に増加しました。
プロ野球ファンのインサイト
（人を

様々な属性の方々で歩数の増加を確認することができました。

動かす隠れた心理）
を理解し、応えていくことが重要であると改め

この点が大きな成果であり、
また健康格差への対策を考える上で

て分かりました。

も重要なヒントをつかむことができたといえます。
さらに、
アプリの利用開始時点では「前熟考期」
の人が25％も

なお、本アプリの企画の背景には、
もともと、
パ・リーグの皆さん

含まれており、
こうした人々にアプローチできたことも意義ある

の
「プロ野球の新たな価値を模索したい」
という想いがありまし

成果でした。
「前熟考期」
とは、行動変容ステージ
（表1）
において、
「現在運動しておらず、近い将来に運動を始めるつもりもない

た。
そこに、私がテーマとしていた
「様々な方々を巻き込む健康づ
くりとして、新しいアプローチを模索したい」
という想いが一致し

人」
を指します。通常、
自治体や企業が運動教室等を開いただけ

て企画が進みました。学術面からのアドバイザリーという立場で

では参加を呼び込むことが極めて困難な段階にある方々です。

したが、企業におけるＣＳＶ戦略の観点も重視しており、健康づく

アプリを通じて、
ファン心理に働き掛けることで、
これら
「前熟考

りとビジネスの両面で成功できるようにしていきたいとの想いも

期」
の人が占める割合が４分の１にも上った点も、非常に重要な成

あり、両者の方向性は一致していました。

果といえます。

アプリ開発における協働作業において、私自身が公衆衛生サイ

今回は「プロ野球ファン」を対象としていますが、別の分野の

ドの専門家として一つだけ強く主張し続けていたことがあります。

ファン
（例えば、
アニメ、韓流ドラマ、
アイドル、川柳など）
に対して

それは
「健康のために運動しましょう」
という言葉を前面に出さな

も展開が可能です。人によって
「やる気スイッチ」は異なるので、

いことです。
パ・リーグウォークは、
プロ野球ファンの皆さんが「野

様々な分野でも応用し、実際のプロジェクトにつなげられればと

球を楽しむためのツール」
であり、その結果として
「健康」につな

考えています。

がるものと位置づけていました。
「健康」
を前面に出してしまうと、
プロ野球ファンからは
「単なる健康アプリ」
や
「健康づくりの押し
付け」
として受け止められ、
その方々の
「野球を楽しみたい」
という
想いとは離れてしまいます。パ・リーグの皆さんは、
当然、
「健康」
の要素をＰＲしたい想いも持っていらっしゃいましたが、少なくと
もアプリの中では抑えていただきました。結果として、
「 健康づく
りとしての運動に取り組むつもりはなかった人（前熟考期の人）」
も、多く参加し、楽しんでもらうことができたと考えています。

【表1】
「パ・リーグウォーク」利用者におけるダウンロード直後時点の行動変容ステージ
（n=591）

行動変容ステージ

人数

割合

行動変容ステージ詳細

１．
前熟考期
Precontemplation

145名

25％

運動をしていなかった。
また、近い将来
（6カ月以内）
に運
動を始めるつもりもなかった

２．
熟考期
Contemplation

136名

23％

運動をしていなかった。
しかし、近い将来
（6カ月以内）
に
始めようとは思っていた

３．
準備期
Preparation

112名

19％

最近、運動をしていた。
しかし、定期的ではなかった

４．
実行期
Action

30名

5％

最近、定期的に運動をしていた。
しかし、始めてから6カ
月以内であった

５．
維持期
Maintain

168名

28％

最近、定期的に運動をしていた。
また、6カ月以上継続し
ていた

1）
（出典：福岡市におけるアプリのダウンロードキャンペーン実施期間中の調査結果
（2019年9月）
を基に鎌田真光氏作成）
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Ｑ．
パ・リーグウォークについて今後の課題があればお聞か
せください。

に適した対策がありますが、
「無関心」
とひとくくりにラベルを貼っ
てしまうと、対象者への理解が進まず、本来的な解決策につなが
りません。

アプリ利用者では歩数が増加し、9カ月間継続したことを確認

昨今、様々な場面で意識されるようになったＳＤＧｓ注3）におい

することができました。
これにより同アプリを利用することで行動

ても、
「 誰一人取り残さない」注4）という考え方がベースにありま

変容につながることが実証できたといえます。
しかしながら、例え

す。
その観点からも、健康づくりにおいて、様々な状況にある人そ

ば5年間等より長期間での行動変容の持続まではまだ確認でき

れぞれに適した働きかけを実践することが重要と考えています。

ていません。今後、中長期で検証していく必要があります。
また、
リリースから5年間で6万ダウンロードを超えたとは言え、
プロ野
球にはもっと大規模にアプローチできる力があるはずですので、
より広い普及も課題です。

Ｑ.「ソーシャル・マーケティング」
や
「ゲーミフィケーション」
は、企業の人事総務担当者にとって、社員の「行動変容」
を効果的に進める場合にも有効な理論だと思います。

3

企業において、社員に対して、いかに
行動変容を仕掛けるか
（デザイン方法）

これらの理論と活用のポイントについて教えて下さい。
まず、
「行動変容」
に関係する理論・モデル・枠組みには、
「行動
（変容）を説明するのに役立つもの」
と
「体系的に介入するのに
役立つもの」
があります。前出の
「行動変容ステージモデル」
は前
者に該当します。
それに対して、
「ソーシャル・マーケティング」
（次

理論として、
「ソーシャル・マーケティング」
や
「ゲーミフィケーショ

頁図2）
や
「ゲーミフィケーション」
は後者に該当します。

ン」
が背景にあるということでした。
そこで、企業内で健康経営を

また、
「ゲーミフィケーション」
は理論というよりも、行動変容を

推進する担当者が、社員向けの健康づくりにこれらを活かすこと

促すプロセスのデザインに役立つものと理解していただくととら

についてお聞きしたいと思います。

えやすくなります。
「ゲーミフィケーション」
の
「プロセス
（手順・順
番）」
（次頁図3）
にのっとって進めることが重要となります。順番
を無視して進めては、効果を発揮できず、
ゲーム要素である
「ポイ

Ｑ．
健康経営を進める多くの企業では、
「 健康無関心層」に
どのようにアプローチすべきか課題となっています。一方

ント」
を活用すれば必ず効果が出る、
といった類のものではありま
せん。

で、鎌田先生は、最近は「健康無関心層」
という言葉を使

企業で実践する際にも、最初のプロセスとして
「対象となる社

わず「前熟考期」
と捉えて健康づくりを進められています

員のインサイトを愚直に探ること
（何を大切にしているか、何を望

が、
まずこちらについてお聞かせください。

んでいるかを掘り起こすこと）」
から進めることになります。社員の
中でも、
ターゲットはどのような人なのか、
その人は日々何を感じ

まず前提として、
「運動（健康行動）
に関心がある人」
や
「運動に
取り組んでいる人」
だけにしかアプローチできない健康づくりの

ているのか、
また、何に苦しんでいるかを考えることから進めてい
きます。

推進は不十分と考えています。
「行動変容ステージ」
（前出、表1参

また、注意点として、
「健康ポイント付与」
などのインセンティブ

照）
におけるPrecontemplationの訳語として、
「無関心」
という

の活用にも触れておきたいです。金銭的インセンティブは外的調

言葉が使われることもありますが、
これは本来の意味とは少し異

整といって
「自己決定」
の度合いが低く、
「自分の価値観と合致す

なります。前熟考期（Precontemplation）
は、
「行動に移すこと

るから」
「アイデンティティの一部だから」
といった行動変容の動

を考えていない」
あるいは
「考えることができない」
ということであ

機づけと比べて弱いことが知られています。実際に、金銭的イン

り、関心の積極的な否定のニュアンスやレッテル貼りの要素も強

センティブは身体活動の促進に効果的ではあるものの、
その効果

くなってしまう
「無関心」
とは区別した方がよいと思います。

（変化量）は小さいというレビュー結果もあります3）。ポイント付
与は、取り入れるとしても、
あくまで参加のきっかけ程度と整理す

また、
「前熟考期」
といっても、
五つのタイプ
（①謳歌Reveling、

る必要があると思います。

②消極的Reluctance、③抵抗Rebellion、④諦めResignation、⑤正当化Rationalization）があることが、物質使用障害
（アルコール、薬物等）の治療において明らかになっています2）。
運動においても同様に、例えば、
まだ運動不足により引き起こさ
れるネガティブなことを経験しておらず、現在の生活のポジティブ
な面を中心に認識している人は
「①謳歌」
のタイプかもしれませ
んが、一方で、何度も運動しようと取り組んできたけれど、
できな
かった人は、
「④諦め」
のタイプかもしれません。
それぞれのタイプ
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パ・リーグウォークの取り組みに関し、多様な人々を巻き込む
健康づくりの実例をうかがいました。
また、
その取り組みを支える

【図2】
ソーシャル・マーケティングのステップ
（出典：松本千明著「保健スタッフのためのソーシャル・マーケティング実践編」医歯薬出版 2008 を基に鎌田真光氏作成）

【図3】
ゲーミフィケーションの流れ
（出典：Burke B「Gamify : how gamification motivates people to do extraordinary things」Bibliomotion,Inc 2014 を基
に鎌田真光氏作成）

Ｑ.「ゲーミフィケーション」
の考え方を活用するには、
プロセ

また別の方法としては、会社の中にある様々なサークルや趣味

ス
（手順）
が大事であり、
まずは
「社員のインサイトを愚直

の同好会をうまく活用することをお薦めしています。
このような、

に探る」
ことから進めることが重要と理解しました。
では、

既に共通の趣味や嗜好で集まっている社員のグループを対象に

これらを踏まえ、企業における健康経営を効果的に取り

して、
「○○同好会」×「歩く」
といった具合に、
それぞれの活動と、

組むためのヒントがあれば、教えて下さい。

健康的な行動変容（たとえば運動）を結びつけた企画を自由に
考えてもらいます。
そのような取り組みに対して、経営層からの応

最初の段階で、社員自身が関与し、
自発的にプロジェクトを立

11

援・表彰や会社からの補助・サポートを行うことで推進します。

ち上げるように進めることが有効と考えます。社員がチームとして

もし現状ではそのようなサークルや同好会が無ければ、企業が支

ターゲット社員像を設定し、
そのインサイトを探り、
これを踏まえ

援・奨励して新たに作っていくこともできます。
スポーツの同好会

て施策展開を考えることで、
おのずと自分たちの興味の方向性や

に限らず、
「 写真同好会」
や
「リモートで映画を一緒に観る会」な

やりたいことに合致した取り組みとなっていきます。社員同士が

ど、
どんな集まりでも、健康づくりや運動につなげられます。在宅

活動を通じて様々な共創をしていくことで、新たなアプローチも

勤務が広がる中で、程良いつながりを生み出す取り組みとしても

生まれます。

活用できると思います。

RMFOCUS Vol.79〈2021 Autumn〉
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【図４】普及事業評価の観点「ゆ・か・い」

健康づくりを進める中で、
中心となる社員たちは社内各部署の
同僚たちの日常を深く理解することが必要となり、
また、壁を乗

（出典：東京大学 鎌田真光氏より提供）

良いですし、時間があれば自宅周辺の散歩なども取り入れていた
だきたいです。

り越えるためにチームワークも育まれるでしょう。
自分自身の行
以上

育てることにつながるのではないでしょうか。
また、健康経営の取り組みについては、
しっかりとその効果を
評価しながら進めることも重要となります。評価にあたっては、
「ゆ・か・い
（有効性、数、維持の三つの頭文字）」
（図４）
の観点で
とらえることをお薦めします。狙った効果（行動の変化）
が出てい
るのか、一定数の参加者はいるのか
（対象となる社員の何割か）、
行動の変化は継続しているのか。
これは、
RE-AIMモデル注5）の5項
目から、介入後の局面における評価ポイント3項目を抽出したも
のです。

Ｑ．
コロナ禍によって、
リモート勤務が普及したことで、働き
方は大きく変わりました。変化した働き方は、今後も継続

参考文献・資料等
1）Kamada et al.,“Large-Scale Fandom-based Gamification
Intervention to Increase Physical Activity”, Med Sci
Sports Exerc, epub ahead of print
＜https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002770＞(最終アクセ
ス2021年8月17日)
2 ）S u b s t a n c e A b u s e a n d M e n t a l H e a l t h S e r v i c e s
Administration,“ Enhancing Motivation for Change in
Substance Use Disorder Treatment”, 2019
＜https://store.samhsa.gov/product/TIP-35-EnhancingMotivation-for-Change-in-Substance-Use-DisorderTreatment/PEP19-02-01-003＞(最終アクセス2021年8月17日)
3）Luong et al, 2020 Am J Health Promot, “The Impact of
Financial Incentives on Physical Activity:A Systematic
Review and Meta-Analysis”
＜https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/
0890117120940133＞(最終アクセス2021年8月17日)

していくと考えられます。
そのような中、健康づくりや行動
変容に向けて検討すべきポイントなどがあればお聞かせ
ください。
コロナ禍において、企業の健康づくりの分野では、
オンラインや
オンデマンドの運動教室が増え、
アプリを利用した歩数競争など
も採用されるようになってきました。
これらの状況を見ると、
まず
はできることからとにかく取り組んでいるという印象を持っていま
す。
ひとまずの成果を挙げていそうな企業の特徴としては、社員の
皆さんも、
そのような取り組みを楽しそうにやっているように感じ
ます。社員が自由な発想で考え、押し付けでない実施方法を取っ
ているからだととらえています。
在宅勤務においては、
「 業務にメリハリがなくなった」
という
声も聞かれ、留意すべきポイントと考えています。仕事のオン・
オフの切り替えには、運動は有効ですので、ぜひ取り入れてい
ただきたいと思います。まずは短い時間のストレッチだけでも

注）
1）介入：健康・医療分野の研究において、人の健康に関する事象に影響を与える行為
2）日本運動疫学会：運動および身体活動と健康に関する研究、運動疫学研究者の
育成・支援環境の充実、運動および身体活動の促進に対する国家政策・行動計
画の実施支援、関連学会や関係各所と連携して国民の身体活動促進の活動に
寄与することを目的に設立した学会
3）SDGs：Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）
の略。2015
年9月の国連サミットにて、加盟国の全会一致で採択された国際社会共通の目
標。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指しており、17の目標と、その達
成のための169の具体的なターゲットで構成される
4）誰一人取り残さない：SDGsの前文で誓われており、SDGs全体の根底に流れる
基本方針
5）RE-AIMモデル：Russel E. Glasgow 等が中心となって作成した評価枠組み
で、ヘルスプロモーションや慢性疾患予防の分野での介入プログラムを評価
する方法。五つの要素からなり、
「Reach 到達度」
「Efficacy / Effectiveness
有効性」
「Adoption 採用度」
「Implementation 実施精度」
「Maintenance
維持度」
で構成されるモデル
（Glasgow et al., 1999 Am J Public Health）
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動変容と同じく、他者の行動を変容させることは大変な作業です
が、
こうした取り組みは将来的に
「同僚・社員を動かせる」社員を

健康経営②

企業における人的資本の情報開示と
健康経営の動向
～人的資本の情報開示ガイドラインであるISO30414とは～

【お話をうかがった方】

【聞き手】

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

株式会社HCプロデュース
代表取締役社長
ほ

さ

か

し ゅ ん す け

保坂 駿介 氏

上席コンサルタント

や ま ぐ ち

た か ひ ろ

山口 高弘

要旨
▪企業に人的資本の情報開示を求める投資家の動きが活発化しており、米国では上場企業に対して情報開示が義務
化された。日本でも2021年6月のコーポレートガバナンス・コードに
「人的資本」
という言葉が初めて使用され、今後
開示が進められる流れになっている。
▪人的資本の情報開示ガイドラインとして2018年にISO30414という国際規格が策定された。ISO30414は11の項目
と58の指標で構成されており、項目に網羅性があることや計算式による定量化が容易であることから、今後人的資
本の情報開示においてデファクトスタンダードとなる可能性がある。
▪一方、日本では健康経営の取り組みが普及しており、特に健康経営のリーディングカンパニーは積極的に自社の情
報開示を行う動きが加速している。こうした人的資本の情報開示が進む背景や、日本企業における課題、健康経営
との関連性について日本人第1号のISO30414コンサルタントである株式会社HCプロデュースの保坂駿介氏にお
話をうかがった。

1

企業に人的資本の情報開示を求める
投資家の動きとその背景

していました。
もともとDIでは、
クライアント企業の後継者計画
の一環として、経営幹部の育成をご支援していました。2020年か
ら人的資本とISO30414に着目し、国際的な動向を調査する中
でISO30414を策定したTC（Technical Committee）260のエ

Ｑ．保坂様は2021年10月にHCプロデュース社を立ち上げら

キスパートとの知己を得ました。彼らに師事し、ISO30414のプロ

れ代表に就任されましたが、今後どのような活動に取り

フェッショナル認証資格の取得を進める中、彼らから米国証券

組もうとされているか、
自己紹介も兼ねて教えていただけ

取引委員会（以下、
「 SEC」）
の人的資本の情報開示の義務化に

ますか。

関するニュースが入って来ました。
このような世界的な潮流や
日本国内での関心の高まりを受け、DIも出資する、人的資本の

13

2021年9月まで、株式会社ドリームインキュベータ（DI）の

サービスに特化した新会社を創ることにしました。株式会社HC

組織人材プラクティスグループにおいて、日本初のISO30414

プロデュースは、DIの組織人材プラクティスグループの事業を引

コンサルティング会社として、人的資本に関するサービスを展開

き継ぎ、経営幹部育成のご支援に加え、
日本企業のISO30414の
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導入・認証取得や、人的資本の開示戦略作りのご支援、各種指標

資産運用会社であるブラックロックが、人的資本マネジメントを

のベンチマーク作りを行っていきます。

同社が重要視する投資判断基準の一つに採用しました。
こうした
流れを受け、2020年8月26日に、SECは人的資本に関する情報開
示をルール化し、米国上場企業に対し人的資本に関する重要事

Ｑ．企業に人的資本の情報開示を求める動きが強まっている

項の情報開示を義務化したのです。企業の中長期的な成長余力

と聞いています。
なぜ今人的資本が注目されているのか、

を見極めるには財務指標の開示だけでは不十分だという投資家

その背景について教えていただけますか。

の声がSECを動かしたといえます。
また、
ここ数年ESG投資が活
発になっていますが、ESGの
「S」
（社会）
には
「ダイバーシティ」
な

米国の事例ですが、
S&P500銘柄の企業価値は9割が無形資産
という推定が出されています
（図1）。無形資産＝人的資本ではあ

ど人的資本に関連する要素が含まれており、
そうした流れも人的
資本の情報開示を後押ししたといえます。

りませんが、無形資産である特許やソフトウェアなどの技術を生

一方、
日本でも2021年6月にコーポレートガバナンス・コードが

み出すのは人であり、
そうした観点から投資家の人的資本に対す

改訂されましたが、
その中で初めて
「人的資本」
という言葉が使わ

る注目が高まっているといえます。

れ、人的資本について
「自社の経営戦略・経営課題との整合性を

日本でも、少子高齢化の加速化や、産業のグローバル化・デジ

意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべき」
とい

タル化、M＆Aが活発化する中、人材の流動性が高まり、企業内

う文言が盛り込まれました。具体的に何をどう開示していくかの

でイノベーションや付加価値を生み出せる人材が重視されるよう

検討はこれからですが、
日本でも今後人的資本の情報開示は避

になっています。
そうした人材を採用・育成し、勤務継続させるこ

けて通れないと考えています。

とができているのかに投資家が注目するようになっています。昔
からいわれてきた
「事業は人なり」
という言葉が本当の意味で問
われる時代になってきています。

Ｑ．人的資本の情報開示が進んでいる背景についてよく理解
できました。今後人的資本の情報開示がどのように進ん

Ｑ．人的資本の情報開示は海外で先行しているようですが、
その具体的な内容と日本への影響について教えていただ

待しているのかについて、
保坂様のお考えをお聞かせいた
だけますか。

けますか。
人的資本の情報開示は、投資家との対話という点で、
まずは
米国では、2017年に、計315兆円超の資産規模を持つ25の機関

上場企業で先行して進むと考えています。
しかし、人的資本の要

投資家が、SECに対して、人的資本に関する情報開示の拡大を

素にはダイバーシティーや組織風土なども含まれています。
そう

求めるロビイングを開始しました。
また、2019年には世界最大の

した要素は、求職者（就活生や転職活動者）
にとっても就業先を

【図1】米国企業における無形資産の割合推移
（出典：Ocean TOMO, “Intangible Asset Market Study” 2021年4月）
※Intangible Assets: 特許、著作権、
ソフトウェア、
ブランド等を含む、無形資産の市場価値
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でいくのか、
また開示が進むことによって投資家は何を期

決める上で参考にしたいはずですから、優秀な人材を採用しよう
と思えば、将来的には非上場の企業も人的資本の情報開示を迫

2

人的資本の情報開示ガイドライン
としてのISO30414

られるのではないかと思います。
それでは、人的資本についてどのような情報を開示すればよ
いのかということですが、
この点についてこれまで統一された

Ｑ．人的資本の情報開示についてよく理解できました。先ほ

ルールはありませんでした。SECも原則論としては「その企業に

ど人的資本の情報開示の国際規格としてISO30414をご

とって重要と思われる事項（マテリアリティ）
を開示せよ」
という

紹介いただきましたが、具体的にどのような国際規格な

姿勢です。実態としても、国や業界、
さらには企業毎に労働・雇

のか教えていただけますか。

用に関する状況は大きく異なりますので、グローバルにルール
を完全に統一するのは難しいと考えています。一方で、国や業界

ISO規格としてはこれまでも9001（品質）、14001（環境）
などが

を横断して共通する点については、同じルールで開示出来たほ

発行されています。ISO規格という意味ではISO30414も同じマネ

うが望ましいともいえます。後でご説明しますが、ISO30414とい

ジメントシステム規格に属します。
しかし、ISO9001やISO14001が

う国際規格は現状で最も網羅的に人的資本を指標化しており、

「義務」
（Requirements）
であるのに対して、ISO30414は
「ガイ

今後デファクトスタンダードとして企業が利用していくのではな

ドライン」
（Guidelines）
という位置付けであるという違いがあり

いかと考えています。

ます。先ほどもお話したとおり、人的資本について何を開示するか

投資家の関心としては、企業の人的資本への取り組みが将来

は、国や業界、企業の人材戦略によって大きな差があるため、一

的な財務パフォーマンスにどの程度影響を与えるかという点にあ

律に決められるものではありません。
そのため、
「必ずこの項目を

ると思います。
しかし、人に対する投資が財務や株価等の結果に

開示しなさい」
という要求事項規格ではなく、
ガイドラインという

表れるまでには2～3年の時差があるでしょうし、現状ではそうし

位置付けになっているのです。

たデータが十分に蓄積されているともいえないため、検証には時
間を要すると考えています。

ISO30414は2018年に策定されましたが、元になったのは
GRI注1）、IIRC注2）といった既存のガイドラインや世界各国の人事
のベストプラクティスです。
ISO30414は企業が自社の成長のため
のツールとして活用できます。ISO30414は11の項目と58の指標
（図2）
で構成されていますが、
各指標には計算式が含まれるもの

【図2】ISO30414の全体像
（11項目と58の指標で構成されたガイドライン）
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（出典：ISO30414原文のP.8～11 Table2を基に作成）
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ISO30414

サステナビリティ（GRI、SASB注3））

（人的資本）

（社会）

2.コスト

1.倫理とコンプライアンス

4.リーダーシップ

3.ダイバーシティ

7.生産性

5.組織風土

8.採用・異動・離職

6.健康・安全・幸福

10.後継者計画

（環境）

（経済）

9.スキル・能力

11.労働力

【図3】ISO30414とサステナビリティの「社会」
との関係性

が多く、
各企業の人事施策を定量的に測定し比較することが可能

次に、ISO30414は欧米の当事者が中心となって策定した

となります。計算式がすべて完璧とはいえませんが、指標を単純

規 格であるため、欧 米の労 働 慣 行が 前 提となっている点が
挙げられます。例えば「重要ポストの内部登用率」
といった項目
がありますが、
この項目は企業で
「重要ポスト」
が定義・明確化さ

の特長といえます。

れている前提で設定されています。
ジョブ型の雇用慣行であれば、

ISO30414の中には、企業にとって既に情報開示している項目

「重要ポスト」
とは「CEOに直接レポートする役職・役割」
といっ

も含まれると思います。特に、倫理、
コンプライアンス、
ダイバーシ

たように明確に定義がされていますが、
日本企業の場合はそうで

ティ、組織風土、健康・安全・幸福などの項目は、
サステナビリティ

はないため、
まずは自社にとっての
「重要ポスト」
を定義するとこ

との関係で従来から開示が進んでいた項目です
（図3）。一方、
そ

ろから始める必要があります。
つまり、
あらかじめ数値算出の前提

れ以外の項目として、
コスト、
リーダーシップ、生産性、後継者計画

として必要な取り組みがなされていて初めて数値が算出できる

などは新たに取り組むことになる企業も多いと思います。
このよう

指標が含まれています。

にISO30414の項目は非常に網羅的といえます。ISO30414を基に

最後に、ISO30414の項目を開示すること自体が目的ではない

して人的資本の情報開示を進めていくことで、項目の抜け漏れが

という点にも注意が必要です。情報開示に先立ち、
自社の事業戦

なくなりますし、指標が定量化されることでKPIの設定等にも役

略に応じて、
どのようなストーリーで人的資本の情報開示を行っ

立つものだと考えています。

ていくかを考えることが重要です。
自社にとっての重要項目
（マテ
リアリティ）は何なのかを議論した上で、戦略的に情報を開示し
ていく必要があるでしょう。

Ｑ．ISO30414の活用が企業の人的資本取組に有用であ
ることがよく理解できました。一方で、今後日本企業が
ISO30414を利用する上で何か注意する点があれば教え
てください。

Ｑ．今後企業がISO30414の認証を得るにはどうすれば良い
のか、
また既に認証を受けている企業があるのかについ
て教えていただけますか。

まず、各指標の計算式を使って出された数値は
「良し悪し」
を判
定するものではない点に注意が必要です。例えば「女性管理職比

ISO30414の認証を受けるためには、58の指標のうち7割以上

率」
は一般的に高い方が良いとされていますが、単純に数字が高

についてデータを取得し、改善に活用していることが必要になり

ければ良いわけではなく、業界特性や自社の経営戦略に応じて

ます。認証は民間企業が行っており、主にISO30414を策定したメ

適正な比率を検討すべきものです。
自社の単年度の数値で何か

ンバーが関与して行っています。単年だけデータを取っただけで

を判断するのではなく、業界内の他社や自社の時系列データな

は活用に結びつきづらいので、3年程度はデータを蓄積し改善に

ど、
比較するデータがあって初めて意味を持つといえます。

活用していることが望ましいといえるでしょう。既に人的資本の
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化・定量化する上では合理的ですし、
従来定性的な評価が多かっ
た人事施策を定量化して改善に繋げられるという点はISO30414

データを取得し蓄積している企業であれば良いですが、
まだデー
タ化が出来ていない企業も多いのが実情です。そうした企業で

3

日本における健康経営の取り組みと
人的資本の情報開示

は、今後に向けて人的資本のデータを取得、蓄積する仕組みを整
備する必要があるでしょう。
次に認証の実績ですが、海外では2021年1月にDWS（ドイ

Ｑ．人的資本とも関連すると思いますが、
日本ではここ数年

ツ銀行のアセットマネジメント会社）が認証を受け、世界初の

健康経営に強い関心が寄せられています。特に経済産業

ISO30414取得企業となりました。3月にはドイツ銀行でも認証を

省が推進する
「健康経営優良法人認定制度」
は2020年度

取得しています
（図4）。米国でも認証取得に向けた動きが活発化

時点で大規模法人部門は約1,800社、
中小規模法人部門

しています。
日本でも大手の化学メーカーがISO30414を活用し

で約7,900社が認定されており、認定企業数も毎年増加

た人的資本マネジメント体制の構築を開始し、投資家との対話を

しています。特に
「健康経営銘柄」
や
「ホワイト500」
といっ

進めています。
その他、大手都市銀行、大手電機メーカー、総合商

た名称を冠する健康経営のリーディングカンパニーには

社などで、ISO30414の活用を検討する動きが出てきています。人

情報開示を求める取り組みが開始されており、
「 健康経

が重要な経営資源となる業界ほど、ISO30414への関心が高いと

営優良法人2022」からは「ホワイト500」の認定要件とし

感じています。

て健康経営度調査の評価結果開示が加えられる見通し
となっています。
こうした健康経営の取り組みや評価結
果開示の動きについて、保坂様がどのように捉えていらっ
しゃるかをお聞かせください。
人的資本の情報開示と同じベクトルの動きだと考えています。
ISO30414でいえば、健康経営に関連する項目は「健康・安全・

【図4】
ドイツ銀行のHuman Capital Reportの例
（ISO30414遵守に関する明記あり）
（出典：
ドイツ銀行ウェブサイト＜https://gmc.db.com/static/HR_Report_2020_EN.pdf＞）
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幸福」
になると思いますが、
この項目は大企業・中小企業ともに開
示が推奨されており、開示の重要性が高い項目と考えられます。
投資家とすれば、投資先の労働環境等をしっかりと見極め、人的
資本が毀損されるリスクがないか、
という観点で把握したい項目
であると思います。
また、求職者にとっても、将来的に自分の働く
場を見極めるという点で重視される項目になると考えられます。
つまり、
日本企業が健康経営に積極的に取り組みその評価を開
示することは、
グローバルに進む人的資本の情報開示という観点
からも評価を受けられるものと期待できます。
もともと日本企業は海外企業に比べ、健康や安全に関する取り
組みに熱心な印象があります。健康経営の取り組みは日本企業
が今後より積極的に
「強み」
として投資家にアピールできる点で
はないでしょうか。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、最近
は海外でも
「健康・安全・幸福」
に関する情報開示が増えてきてい
るように感じます。

Ｑ.最後に、中長期的に人的資本を高めていくためのポイ
ントについて、改めて企業に向けたメッセージをお願いし
ます。
健康経営②

ISO30414は自社の人的資本の状況を適切に把握し開示する
便利なツールですが、
「開示自体」
が目的とならないよう注意が必
要です。
あくまでツールであり、
自社の理想像や経営戦略に基づ
いてツールを活用するという意識が重要です。
自社がどのような
組織であり、
どのような会社でありたいのか、将来のビジョンや経
営戦略によって、人的資本において重視すべき指標や開示する指
標は当然変わってきます。経営戦略に基づいた人的資本の取り
組みを進める上で、ISO30414などの指標を上手に活用していく、
そのような姿勢で取り組んでいただければ、企業にとっても投資
家にとっても実りの多い取り組みになると信じています。
以上
（本文中の図は保坂駿介氏提供）

注）
1）GRI： Global Reporting Initiativeの略で、サステナビリティに関する国際基
準の策定を行っている非営利団体
2）IIRC： International Integrated Reporting Councilの略で、GRI同様サス
テナビリティに関する国際基準の策定を行っている非営利団体
3）SASB： Sustainability Accounting Standards Board
（サステナビリティ
会計基準審議会）
の略称で、ESG要素に関する開示基準を策定している非営
利団体
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ネット炎上

企業のネット炎上を誌上疑似体験
～企業が取るべきネット炎上対策とは？〜

株式会社リリーフサイン
取締役COO
し

け

あ き ひ ろ

四家 章裕 氏

要旨
▪スマートフォンの普及により、誰でも思ったことをすぐに全世界に向けて発信できる環境となり、ネット炎上は対岸の火
事ではなく、どこの企業にも起こりうる時代となった。
▪最近のネット炎上は拡散スピードが大変早いため、報道機関からの取材依頼でネット炎上に気づくようでは手がつけ
られない大火事となる。また、ネット炎上は、企業側に原因がなくとも巻き込まれることがある。
▪ネット炎上リスク対策は
「早期発見・早期対応」
、そのための
「事前対策」
、すなわちネット炎上の早期発見から適切なタ
イミングで外部対応ができるよう社内体制を整備しておくことが重要である。

スマートフォンの普及により、誰でも思ったことをすぐに全世界
に向けて発信できる環境となった。不満に思ったことをその場で
発信できるので、今やどこの企業であってもインターネット上の
炎上騒動に気をつけなければならない時代となっている。
本稿をご覧の皆さん、貴社はソーシャルメディアをはじめとした
インターネット上の評判を把握できているだろうか？そしてリス
ク対策はしっかりできているだろうか？
まずは次のことを確認していただきたい。

３．危険レベルごとに、対処する担当者が決まっていて、危険
レベルごとの対処法が明確になっている。
４．問題投稿が拡散されていき、
いわゆる
「炎上」状態となっ
た場合の外部からの問い合わせに、全社統一した回答が
できる。
５．
「炎上」状態において、問題投稿発見から２４時間以内に、
事実確認を完了させ、見解や謝罪などを完了できる体制
が整っている。

１．
自社に対するインターネット上の評判を、定期的に確認
する部門や担当を置いている。業務時間外や休日でも、
自社のインターネット上の問題投稿を発見できる体制が
ある。
２．
インターネット上で、
「自社にとってよくない内容（以下、
「問題投稿」）」
を発見した場合の報告ルートが決まって
いる。
そしてその情報の
「深刻度」
や
「自社への影響」
を、
誰でも危険レベルを判断できる基準が明確である。
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いかがだろうか？本稿では、企業としてネット炎上にどのように
対処していくべきかを解説していきたい。

ネット炎上

１

ネット炎上とは？

進行する。
ステージが進むにつれ、言及数が増えていく。
つまり時
間の経過とともに、
より多くの人の目に、貴社の負の情報が認知
されていくということである。

まずはじめに、
ネット炎上を定義しておきたい。世の中にネット
炎上の統一された定義はない。
株式会社リリーフサインでは、
ネッ
ト炎上を以下のように定義している。

ステージ1

“ある特定の事案や対象に対するネガティブなニュアンスを

普段の仕事に不満を抱えている貴社の従業員がいる。上司か

含んだ書き込みが、短時間に拡散し、多数の人の目に触れる

露出

ら叱責され、溜まった鬱憤を夜な夜なSNSに吐き出している。

状態。”
特定の事案や対象とは、
自社が行ったプロモーションや、経営
者や従業員の行動、
自社の製品の瑕疵、内部告発や情報の漏え
いなど、様々な事が考えられる。そしてそれに対する非難を含ん
だ第三者の書き込みが、数時間のうちにTwitterのリツイート機
能などで拡散されていき、
より多くの人たちがその事実を知る状
況を作ることになる。

2

ネット炎上を誌上疑似体験してみる

ここからは、
ネット炎上の流れを理解していただくため、本誌上
で疑似体験していただこうと思う。貴社で起きた場合を考えなが

書いているうちにだんだんと怒りが増長し、第三者に理解を求
めたくなってくる。

ら読み進んでいただきたい。
ネット炎上

図1は、
ネット炎上の進行フェーズと、
その事案に対する言及数
のイメージである。露出、拡散、集約、報道の流れでネット炎上は

【図1】
ネット炎上のステージ
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さて、
ここで質問である。貴社は、SNS上で起こっているこのよ
うな事態を、
どれくらいのスピードで察知できるだろうか？問題
投稿を早期に察知するためには、自社に対するインターネット
上の書き込み内容をタイムリーに確認する体制が必要である。
弊社のような外部の業者への委託でも構わないが、そのような
業務を、時間外や深夜を含めて定期的に行えていることが重要
である。
次に、
このような投稿を早期に発見できたとして、その情報の
報告ルートとルールが決まっているかも考えていただきたい。
書き込みに反応するネットユーザーが現れはじめた。

「見つけた人がその上長に報告することになっている」
という
企業は多い。SNSを日常的に使っている若い従業員が見つけ、上
司に報告するようなケースだ。
しかしせっかく見つけられたその
情報も、報告を受けた上司の個人的な判断で見過ごされることも
ある。
このようなことを防ぐには、誰もが同じ尺度で深刻度や影響
度をはかれる、
「基準」
を定義しておく必要がある。
そのような基
準は、貴社では用意しておられるだろうか？
最後に、何が起こったら誰がどのように対処するかを事前に決
めておられるだろうか？“コト”が起こってから関係者を招集し、
そ
の場で対処方法を決めて担当者をアサインするのでは後手後手
になり、
リスクを大きくしてしまう可能性がある。
自社にはどのよ
うなリスクが内在していて、
それぞれどのような状態だったら誰が

勢い余ったこの従業員は、従業員の氏名が入った残業時間リ
ストを写真に撮り、投稿してしまった。本人は、社名がわからない
ように写真を撮ったので大きな問題にはならないと考えている。

どのような対処をするのかをあらかじめ定義しておけば、落ち着
いて事にあたれるだけでなく、
ネット炎上を未然に防ぐこともでき
るかもしれない。

ところが、
この従業員のプロフィールには、別のSNSへのリンクが
貼られており、
そこには所属する企業の名が記載されていた。
この
アカウントと社名が紐付いてしまう。

ステージ2

拡散

次の段階では、問題投稿が徐々に認知され始め、
リツイートな
どで拡散が始まる。

するとこの書き込みを見ていたネットユーザーが、
その内容を
転載してしまう。企業名も併記され、貴社の残業時間リストとして
公開されてしまったのだった。
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拡散が進んでくると、様々な論調が出始める。
たとえば、投稿者
への批判などである。

ステージ3

集約

ここまでくると、
この騒動に対するネット上の反応のまとめ記事
が作られる。
まとめ記事とは、騒動の過程や顛末をひとつのペー
ジに集約するもので、
この騒動の初期段階からその時点に至るま
での経緯が綴られている。
まとめサイト、
キュレーションサイトな
どと呼ばれるもので、
トゥギャッター（https://togetter.com/）、
はてなブックマーク
（https://b.hatena.ne.jp/）などが有名で
ある。

批判は企業経営にも向けられる。
「情報セキュリティ教育にも
問題がある」
というような、
スタッフに対する教育が足りないとい
う批判も出たりする。

Googleなどの検索結果にも変化が現れる。社名で検索するだ
けで検索の上位にこの顛末をまとめたページが出てきたり、検索
おすすめワードとして、
「ブラック」
のような否定的なキーワードが
ネット炎上

出てきたりする。

ここで質 問させていただきたい。このように拡 散 状 態での
様々な論調を知り、分析する体制が貴社には整っているだろう
か？
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問い合わせ窓口には、
メールや電話などで状況確認や苦情が

影響を教育しているだろうか。SNS研修や文書で教育をしている

殺到する。
「ネット上がネガティブな話題でもちきりだけど、把握

という企業もあるが、なかなか自分ごとにならないという現実も

しているの？」
「なぜ見解を出さないの？」
という質問に加え、採用

ある。弊社には、
ネット炎上を疑似体験させて自分ごと化するとい

内定者の親から
「それが本当ならうちの息子を入社させたくない

う教育ツールがある。
スマートフォンを使い、画面上に展開する、

んだけど」
のようなクレームも入る。

自分が主人公の炎上騒動を疑似体験させるのだが、炎上の渦中
で自分がどのような目に遭うのか、
どのような気持ちになるのか
を体感することができる。
そのような嫌な気持ちを味わうことで、
現実の行動に気をつけるというものだ。

ステージ4

報道

最近のニュースメディアは、ネット炎上を取り上げることが増
えた。
ニュースメディアもネット上の情報に目を光らせ、少しでも
盛り上がった話題に間髪をいれず取材をかけてくる。報道されて
しまうとさらに多くの人の目に触れ、
ネット上の書き込み量も一
一方、当事者は、氏名などが特定され、個人情報をネット上に
晒されるだけでなく、強いバッシングを受け、精神的に大きなダ

気に増える。以下のような電話が、
ネットニュースメディアからか
かってきたことを想定してみよう。

メージを受ける。書き込まれてしまった個人情報はインターネッ

「あの投稿は事実ですか？」

ト上に残り続け、
「デジタルタトゥー」
として当事者を一生苦しめ

「投稿者は御社の社員ですか？」

る。大概の当事者は、
「ここまで大きなことになるとは思わなかっ

「もし御社の社員なら、
どのような対応をして、
どんな処罰をし

た」
と言い、
自分のしたことを後悔するのである。

ますか？」
「見解文や謝罪文は出さないのですか？」
などなど、矢継ぎ早に質問が繰り出される。回答が曖昧だった
り、取材の時点で何も知らない、何も回答できなかったりすると、
その内容がそのまま記事にされ、発信されてしまう。
さて貴社の場合、
このような取材に対して誰がどのように対応
するだろうか？
最近は、
このような取材がもっと早い段階でなされることもあ
る。それだけネット炎上報道がスピードアップしているので、早
期発見、早期対応ができなければニュースメディアの取材に見
解など述べられるはずもなく、
「 危機管理ができない企業」
とい
う汚名まで付いてしまう。逆に、取材を受ける時点ですべての事
実確認が済んでいて、それに基づいて対処法が決定されていれ
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そこで質問である。
この状況において入る問い合わせや苦情に

ば、
ニュースメディアの取材に先んじて、
自ら公表することだって

対して、貴社は全社的に統一した回答ができる状態になっている

できる。
そうなれば、
ニュースメディアも報道する価値がなくなっ

だろうか？その場限りの回答をしたり、対応者によって異なる回

てしまうか、適切に対処できている企業として評価を上げること

答になることはないだろうか。
ちぐはぐな回答はネット上に晒さ

にもなるだろう。
むしろピンチがチャンスに変わることだってあり

れ、
さらなるネット炎上の火種となる可能性もあるので、Q&Aを

うるのである。
この状況においては、
当事者企業がいかに正確で

いち早く全社に周知し、統一見解を回答する必要がある。

真摯な情報を発信できるかが重要な要素となる。

もう一つ質問である。貴社では従業員に対し、SNSの使い方

一般的に対外発表までの時間は、
ネット炎上からおよそ２４時

についてのルールを定め、
ネット炎上を起こしてしまった場合の

間以内とされている。
このようなスピード感で対処するために
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大事なことは、
ここまでご覧いただいた方ならおわかりいただ
けただろう。
『 早期発見・早期対応』
と、そのための『事前対策』
である。

4.問題投稿が拡散されていき、
いわゆる
「炎上」状態となっ
た場合の外部からの問い合わせに、全社統一した回答
ができる。

今いちど冒頭のチェックリストを振り返ってみよう。
全社統一のQ&Aを作成し、指揮命令系統に従って、全社に周
知徹底する。特に報道機関からの問い合わせは広報部門の責任
1.自社に対するインターネット上の評判を、定期的に確認

者に対応を集中させ、
報道機関ごとに提供する情報が偏らないよ

する部門や担当を置いている。業務時間外や休日でも、

うにする。
その場で質問に回答すると内容が偏ることもあるため、

自社のインターネット上の問題投稿を発見できる体制

書面で統一見解を案内する。

がある。
いわゆるインターネット上のモニタリングは、
ネット炎上を未然

5.「炎上」状態において、問題投稿発見から２４時間以内

に防ぐ
『最後の砦』
であるともいえる。夜間や休日に発生しがちな

に、事実確認を完了させ、見解や謝罪などを完了できる

ネット炎上の種を早期に発見することで、事実確認や対処方針

体制が整っている。

検討の時間を稼ぐことができ、素早い対応が実現できる。
さらに
モニタリングによってインターネット上の論調を知ることで、
ユー

こちらは１～４の集大成である。
インターネット上の論調に留意

ザーが何に対してどのように反応しているのかを理解した上で対

しながら、適切なタイミングで見解を発表するのである。
こうする

応策を考えることもできるようになる。

ことにより、炎が大きく拡がることを食い止め、被害を最小限にと
どめられる可能性が高くなる。急場しのぎの対応ではなく、
ネット
炎上に備えて事前に準備をしておく重要性がご理解いただけた

2.インターネット上で、問題投稿を発見した場合の報告

のではないだろうか。

ルートが決まっている。
そしてその情報の
「深刻度」
や
「自
社への影響」
を、誰でも同じ尺度で危険レベルを判断で
きる基準が明確である。

企業のネット炎上の火種

モニタリングでせっかく発見できた問題投稿も、発見した側
の尺度で判断が分かれてしまうと報告が漏れてしまうリスクも
ある。
このようなことを防止するには、
あらかじめ自社にどのよう

ここからは、企業のネット炎上の
『火種』
となりうる事例を見て
いきたい。

なリスクが内在しているかを洗い出し、それぞれについてどのよ
うな内容の問題投稿がどのくらいの影響をもたらすのかを想定
し、定義しておく必要がある。また、
リツイートの数や発信者の
フォロワーの数など、定量的な判断材料も定義しておくとなお
良い。

⑴プロモーションを起点としたネット炎上
TwitterやInstagramなど、SNSをプロモーションに活用する
企業が増えてきた。公式SNSアカウントを開設し、顧客とコミュニ
ケーションを取る。
フォロワーを増やしファン化するため、工夫を
凝らしながら発信されている。発信のタイミングや表現にも気を

3.危険レベルごとに、対処する担当者が決まっていて、危険
レベルごとの対処法が明確になっている。

配らないと、
ネット炎上のリスクがある。
特に差別的と取られかねない表現や発信するタイミングに
も気をつける必要がある。悪意が無かったとしても、見方によっ

危険レベルの定義に基づいて、
たとえば危機管理委員会のメン

ては差別的と受け止められたり、過去に災害が起きた日にそれ

バーの招集や事実確認を行う担当者などを決めておく必要があ

に配慮しない投稿をしたりすると、ネット炎上を招いてしまう

る。
そしてそれぞれが役割に基づいてどのような行動を取るのか

ことがある。

を事前に定めておく。
こうすることで、有事に慌てることなく淡々
と、短期間で対処することが可能となる。

運用では「誤爆」にも注意が必要だ。
「 誤爆」
とは、企業の公
式SNSで、誤って個人的な投稿をしてしまうことである。
これは
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公式SNS担当者が、個人的なSNS投稿の際に、切り替えを誤っ
てしまった場合に起こる。会社の愚痴や差別的な投稿をしてし
まった場合などが問題だ。投稿に使う端末を分けたり、投稿管理
ツールの導入で防ぐことができる。

⑸経営トップの発言や行動
経営トップの発言や言動も火種となることがある。差別的な
発言や社会的な優遇などは特に非難されやすく、不買運動に
繋がったりもする。最近のインターネット上では、社会的地位

⑵従業員による会社への不満、批判
従業員の不平や不満の発信も、企業のネット炎上の種となる。
家族が投稿してその事実が明るみになることもある。
このような

が高いと判断される方々を「上級国民」と揶揄する傾向があ
る。経営トップの方々はインターネットの影響は大きいものだ
という認識のもと、一挙手一投足がインターネット上に晒され
ると思って行動したほうが良いだろう。事実と異なることや、名

場合には、真実や批判されている内容を真摯に受け止め、
ネット

誉を毀損するような書き込みには、法的な対応も考えられる

上の論調に留意した見解の発信が必要だ。

が、
この場合でも、早期に発見し、何に対して批判されているの
かを見極めて対処することが重要である。言い訳や嘘、隠蔽は

⑶利用客による不適切行為
利用客による不適切行為、
いわゆる客テロというものがある。

ご法度だ。
この他にも様々なネット炎上の種が、企業周辺には存在してい

特に飲食店で発生しやすい事案だ。来店した客が不衛生な行動

る。必ずしも企業に不適切な意志がなかったとしても、
ネット炎上

を動画に撮り、SNSに投稿することにより炎上することが多い。

に巻き込まれることがある。

不衛生な行為が火種となる炎上である。
もちろんこの場合、企業
は被害者である。批判されるのもこの動画を撮影し、
アップロード
した当事者ではあるのだが、
「このような客の行動を許した」
「そ
の後の清掃や消毒はきちんと対応しているのか」
「当事者にどう

4

ネット炎上の影響

対処するのか」
といった、
企業側の対応にも注目が集まり、
被害者
でありながら炎上騒動に巻き込まれるケースもある。場合によっ
ては、
「もうあの店は利用しない」
といった二次的な被害に繋がっ
てしまうこともある。

⑷従業員による不適切行為

最後に、ネット炎上が企業に与える影響について述べておき
たい。
ネット炎上は、企業に以下のような悪影響を及ぼす。

◦売り上げ減少

同様の行為は、従業員も起こす。いわゆるバイトテロだ。
アル

◦顧客減少

バイトなど従業員による不適切行為である。食品チェーン店や

◦株価低落

娯楽施設チェーン店厨房での不衛生行為を映した不適切動画

◦ブランドイメージの毀損

は、
ワイドショーを賑わせたので記憶に残っている方も少なくな

◦マネジメントの退任・解任

いだろう。
このような不適切行為の当事者たちは口を揃えて
「こ

◦店舗やサービス、拠点の停止・閉鎖

こまで炎上するとは思っていなかった」
と言う。もちろんこの行

◦関係者の逮捕

為が悪いことであるのは認識している。
しかし知り合いしか見

◦倒産

ていない、２４時間以内に消える
（Instagramの投稿方法の一つ

◦労基署の立ち入り

で、
ストーリーズという。２４時間で投稿した動画や静止画が他者

◦求職者の減少・採用難

に見えなくなる。）から大丈夫だなどと思い込み、その後のこと
が想像できぬまま、その場のノリで動画を撮影し、投稿してしま
うのだ。

見落としがちなのは、求職者の減少・採用難である。最近の求
職者は必ずと言っていいほどネット上の評判を検索する。
ネット
炎上を起こしてしまうと、応募にも影響すると考えたほうが良い
だろう。
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おわりに

ネット炎上は企業に様々な影響を及ぼす。
しかしネット炎上の
種は必ずしも企業の落ち度によるものだけではない。本稿では、
ネット炎上を大きく広げないために早期発見、早期対応が必要
であり、
そのための事前対策が重要であると繰り返しお伝えして
きた。
ネット炎上は対岸の火事ではなく、
どの企業にも起こりうる
ことだとご認識いただき、備えていただけたら幸いである。本稿で
紹介した事前対策から事後対策までの企業向けSNS炎上対策
の総合サービスを提供している弊社を含めた専門事業者の起用
も選択肢となる。
以上
（本文中の図表は筆者提供）

ネット炎上
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食品輸出におけるリスクマネジメント
～最近の事故事例とリスク対策の重要性～

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
マネジャー・上席コンサルタント

た に ふ じ

よ し ふ み

谷藤 芳史

要旨
▪政府戦略、アジアを中心とする海外消費者の所得向上、コロナ禍における国内消費の減少等を背景に食品輸出額が
増加傾向にある。
▪一方で、仕向地において、添加物等の基準値超過や表示の不備等により日本で生産・製造された食品の輸入が差し止
めとなる事例も多数発生している。
▪加工食品の輸出に際しては、各国の規制を確認のうえ、それに対応すべく、商品仕様書を見直すことが必要になる。
この見直しを踏まえて、
ＨＡＣＣＰ上の重要管理点や管理基準等を見直し、製造・加工を行うことや一括表示を見直すこ
とが必要になる。さらに、仕向地において、万一事故が生じた際の事故対応態勢も整備しておく必要がある。
▪こうした対応を適切に行うためには、取り組みの基盤として、
ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理に加え、国際水準の食品安全
マネジメント
（ＦＳＭＳ
：Food Safety Management System）
を構築・運用していることが望ましい。

１

急増する食品輸出

本稿では、最近発生している輸入規制違反等の事例を基に、
農林水産物・食品の輸出に取り組もうとしている事業者のうち、
特に食品製造事業者がどのように対応するべきかについて、
リス

政府戦略、
アジアを中心とする海外消費者の所得向上、
コロナ

クマネジメントの視点から考察する。

禍における国内消費の減少等を背景に農林水産物・食品の輸出
が年々増加している。政府は2025年に2兆円、2030年に5兆円とい
う輸出額目標を掲げ、
その目標を達成するため
「農林水産物・食
1）

品の輸出拡大実行戦略 」
を2020年11月に
「農林水産物・食品の

2

食品輸出の現状と海外における
日本製食品の輸入差し止め事例

輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会
議2）」
においてとりまとめ、2020年12月に総理大臣を本部長とする
「農林水産業・地域の活力創造本部」
において決定した。

農林水産物・食品の輸出が増加している現状およびその背景、
日本製食品の輸入差し止め事例について紹介する。

農林水産省は、
日本の農林水産物・食品の輸出を推進するプ
ロジェクトとして2018年8月に
「GFPコミュニティサイト3）」
を立ち
上げ、農林水産物・食品の輸出に意欲的に取り組もうとする生産
者・事業者等のサポートと連携を図っている。
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⑴食品輸出の現状
農林水産物・食品の輸出額は、2012年の約4,497億円から2020

一方、各国の規制違反等により輸入差し止めとなる事例が多

年には9,217億円と2倍以上に増加した
（次頁図１）。背景として、

数発生する等、農林水産物・食品の輸出に伴う難しさも指摘され

アジアを中心した海外消費者の所得向上、
日本産農林水産物・

ている。

食品の潜在的購買層の増加とともに、訪日外国人の増加等を
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【図１】農林水産物・食品輸出額の推移

（出典：農林水産省食料産業局作成資料
（2021年5月 農林水産物・食品の輸出額）
）

通じて日本産農林水産物・食品の魅力が海外に広まった等の環

関するものである。

境変化があることが指摘されている。
その中で、国内の農林水産

安全規制は国によって異なるが、近年、農林水産物・食品の安

事業者や食品製造事業者を中心とする関係者が様々な形で輸

全性に対する関心が各国で高まっており、輸入食品にかかる安

出事業に取り組み、成果を挙げつつある。

全規制は強化される傾向にある。
日本国内で問題なく流通させる
ことができる食品も海外ではそのまま流通させることができない

⑵食品輸出に関する差し止め事例

ことがあるため、注意が必要である。
また、
このような食品が各国の検疫を通過してしまい、
当該仕

各国で輸入差し止めとなった事例が多数発生しているが、主
な事例を表１に示す。差し止め事例の多くは商品表示上の不

向地の市場に出てしまうこともある。
この場合、食品事故等の発
生による事故対応やリコール等の対応が必要になる恐れがある。

備、不純物の混入、衛生管理上の不備、食品添加物の使用等に

【表１】食品輸出に関する主な差し止め事例
食品輸出

年月

国・地域

製品

事故内容

2019年4月

フィンランド

大豆肉

2020年1月

米国

ソフトドリンク

低酸性缶詰または酸性食品の製造業者として登録されていなかった。
また、製造工程
を提出していなかったため、不衛生な条件下で製造、加工され、
それによって健康に
害を及ぼす可能性があるとされた

2020年2月

米国

飴

人工着色料が含まれているが、その事実を示すラベルが貼付されておらず、規制上
安全とされていない着色添加剤を含んでいる可能性があるとされた

2020年10月

ポーランド

漬物

大根の漬物から基準を超える甘味料
（E954：サッカリン）
が検出された

2020年11月

デンマーク

食肉

日本産の冷蔵骨なし牛肉から基準値を超える環境汚染物質
（ダイオキシン類）
が検出
された

大豆肉に含まれる小麦
（アレルゲン）
の表示が漏れていた

4）
5）
（出典：RASSF Consumers Portal
（European Commission）
、Import Refusal Report
（FDA）
を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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食品輸出に係る想定リスクとその対応策

ここからは、食品製造事業者において、食品輸出を実施する場
合のリスク対策について解説する。

4

リスク対応策の具体的な進め方

上述のとおり、食品輸出に際しては、通常行っているＨＡＣＣ
Ｐ等の食品安全に対する取り組みに加え、輸出先の食品安全に

食品の製造・加工、流通、販売の各局面において想定されるリ
スクとその対応策を整理すると表２のとおりとなる。

係る各種基準値、表示義務、製造・販売においての手続きを確認
し、適切な対応を行う必要がある。
ここでは、
これらの対応の具体

製造・加工局面においては、
アレルゲン、残留農薬等の基準値

的な進め方について解説する。

を超過しないよう原料の仕入れから製造に至る一連の工程にお
いて適切な管理をすることが求められる。
流通局面においては、温度管理が適切に行われることが重要

⑴仕向地における規制の確認

である。船や飛行機の輸送中に加え、荷積み前の一時保管や荷

食品輸出において想定されるリスクに対応するためには、仕向

積み時においても適切な温度を維持するようにしなければなら

地の規制を事前に調べることが必要である。例えば、
日本とEUの

ない。

規制には、表３のような相違がある。

販売（表示）局面においては、仕向地において必要とされる表

各国・地域の規制は日本貿易振興機構（Japan External

示成分を確認のうえ、抜け漏れがないようにする必要がある。
ま

Trade Organization(JETRO)）
のHP6）等で調べることができ

た、製造・販売許可の基準や提出書類が日本と異なるため、仕向

る。本HPには、国別・品目別に輸入禁止品目、
ライセンス、動物検

地において必要な手続きを確認する必要がある。

疫の有無、食品規格、残留農薬、重金属・汚染物質、食品添加物、
食品包装、
ラベル表示等の要件や基準値等が掲載されている。

【表２】食品輸出に係る想定リスクとその対応策

製造・加工局面

想定されるリスク

流通局面

基準値超過
◦アレルゲン
◦残留農薬
◦食品添加物
◦環境汚染物質

販売
（表示）
局面

温度管理の不備
◦物流倉庫
◦輸送船、航空機

表示上の不備
◦成分表示
◦着色料
◦アレルゲン
◦機能表示
手続き上の不備
◦製造・販売許可
◦ＨＡＣＣＰ対応等に関する書類提出

リスク対応策

◦規制の確認
◦ＨＡＣＣＰ
・ＦＳＭＳの態勢構築

◦コールドチェーンの確立

◦規制の確認
◦製造・販売許可等の必要性確認
（MS&ADインターリスク総研作成）

【表３】
日本とEUの表示規制
（一部）

表示項目
アレルゲン表示

栄養表示

食品添加物

日本
表示義務
+
表示推奨

7品目
20品目

EU
表示義務 14品目
▶︎セロリ、
マスタード等、日本の表示義務および表示推奨の品目にはない原材料も含まれる

5品目
7品目
（エネルギー、脂肪、炭水化物、 ▶︎日本と同様の5品目に加えて、
『 飽和脂肪酸』、
『 糖類
（単糖類・二糖類）』が必要。また、エネ
たんぱく質、塩分）
ルギーはkcalとkJ両方の表示が必要）
ポジティブリスト制

ポジティブリスト制
▶︎ただし、
クチナシ色素等、EUでは使用が認められていない食品添加物も多い
▶︎許可を得ている食品添加物についても、添加可能な食品が限定的なケースがある

（出典：日本貿易振興機構
（ジェトロ）
「加工食品の現地輸入規則および留意点：EU向け輸出7）」等を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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その他、農林水産省のHP8）にも各国の食品・添加物等の規格基
準が掲載されているので参考になる。
ただし、
これらの情報は最

５

食品輸出は中長期的な視野に立った
取り組みを

新でない可能性があるので、最新情報は現地当局のHPや輸出代
理店等を通じて確認することが望ましい。

これまで解説してきた点以外にも商慣習、手続き、消費者の嗜
好等の相違により輸出には様々な困難が伴う。
食品輸出にあたっ

⑵規制を踏まえた商品仕様の検討および製造
仕向地によって、食品添加物、
アレルゲン、残留農薬等の基準
が異なるため、当地の基準を確認し、
この基準をクリアしなけれ

ては、
しかるべき準備期間を設け、国内向けの商品で実践してい
るリスク対応に加え、取り組みの基盤としてのＦＳＭＳの導入、仕
向地ごとの個別対応等を実施していくことが必要になる。
そのた
めには、
中長期的な視野に立って取り組むことが肝要といえる。

ばならない。
そのためには、使用する原材料における食品添加物等を洗い

以上

出し、基準に適合するか確認のうえ、商品仕様書を見直すことが
必要になる。
この見直しに伴い、国内向けの商品のＨＡＣＣＰ上
の重要管理点やその管理基準等の変更や仕向地の規制に則し
た一括表示を作成することも必要になる。
なお、仕向地ごとに仕様を変え、
それに応じた商品の製造や表
示を行うことは労力・費用の両面でコストがかかる。
そこで、仕向
地が複数で、
かつ、
中長期的に輸出が想定される場合には、対象
とするすべての地域の規制をクリアするように商品仕様書を定
め、共通のＨＡＣＣＰや一括表示を作成すると合理的である。

⑶事故対応態勢の検討
輸出を開始した後に仕向地で事故が発生した場合に、迅速か
つ適切な対応により損失の最小化を図るためには、事前に事故
対応態勢を整備しておくことが重要である。
自社内における事故対応態勢の整備はもちろんのこと、輸出代
理店等の輸出に関与する事業者と窓口や役割、責任等を事前に
明確に整理しておくとよい。
また、食品事故等により損害賠償請
求に至ることも想定されるため、海外PL保険への加入の検討も
考えられる。保険金の支払いだけでなく、海外から訴状が送達さ
なるが、
これらを実施するうえで、損害保険会社のネットワークを
活用することができるメリットもある。

⑷共通基盤としてのＦＳＭＳ構築
上記（１）～（３）
を実施するための共通基盤として、国際的に認
められた規格に基づき、食品安全マネジメントシステム
（ＦＳＭＳ）
を構築することをお勧めする。
一般衛生管理を含むＨＡＣＣＰに基づく衛生管理、
フードディ
フェンスや食品表示等に関する要求事項に基づいたＦＳＭＳシス
テムをベースに、仕向地ごとの規制に対応するために必要な事項
を適宜アレンジし、対応していくことで、効率的かつ効果的に食品

1）農林水産省：農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略＜https://www.
nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/pdf/0021003-047.pdf＞（最終
アクセス2021年8月23日）
2）農林水産省：農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への
対応等に関する関係閣僚会議＜https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/nousui/yunyuukoku_kisei_kaigi/＞（最終アクセス2021年8
月23日）
3）農林水産省：GFPコミュニティサイト＜https://www.gfp1.maff.
go.jp/＞（最終アクセス2021年8月23日）
4）European Commission：RASSF Consumers’Portal
＜https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feedsafety-alerts/rasff-consumers-portal_en＞（最終アクセス2021
年8月23日）
5）FDA：Import Refusal Report＜https://www.accessdata.fda.
gov/scripts/importrefusals/＞（最終アクセス2021年8月23日）
6）日本貿易振興機構（ジェトロ）
：農林水産物・食品 日本からの輸
出に関する制度＜https://www.jetro.go.jp/industry/foods/
exportguide/country＞（最終アクセス2021年8月23日）
7）日本貿易振興機構（ジェトロ）
：加工食品の現地輸入規則および留
意点：EU向け輸出＜https://www.jetro.go.jp/ext_images/
industry/foods/past-seminar/pdf/201706_2/1_eu.pdf＞（最
終アクセス2021年8月23日）
8）農林水産省：各国の食品・添加物等の規格基準＜https://www.maff.
go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/index.html＞（最
終アクセス：2021年8月23日）

安全上のリスクを低減することが期待できる。
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れた場合には、現地での弁護士の手配を含め各種対応が必要に
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人生100年時代の認知症予防
認知機能の老化を遅らせるための会話支援技術

理化学研究所 革新知能統合研究センター
認知行動支援技術チーム チームリーダー
NPO法人ほのぼの研究所 代表理事・所長
お お た け

み

ほ

こ

大 武 美 保子 氏

要旨
▪人生100年時代、多くの人が無縁ではいられない認知症。認知症には、感染症と同様、基本的な対応策が知られてい
ます。
▪ 本稿では、認知症予防の考え方と共に、それを日常生活で実践することを可能とする会話支援手法である共想法と、
共想法に立脚し開発した技術、ならびに、NPO法人ほのぼの研究所における実践研究活動を紹介し、防ぎうる認知症
にならない社会の実現に向けた展望を述べます。

1 認知症予防法は究極の健康法

企業の生産性に関わる認知症予防
企業を経営する立場に立つと、社員の介護離職を防ぐ上で、

人生100年時代の認知症予防

社員の親の認知症予防は、欠かせない知識と言えます。認知症
は、要介護原因の第一位だからです。
これをまず社員に周知し、

「認知症」
と聞いて、
自分と関係があると感じる方は、
どのくら

社員ができる範囲で、
自分の親に対して働きかけをすることで、

いいるでしょうか？80歳代後半、90歳代の親や祖父母がいる方

認知症発症時期を遅らせることは、
ある程度可能であると考え

は、
おそらく無縁ではいられないと思います。85歳以上の4人に

られます。
もちろん、親との関係も、親の性格も人それぞれです

1人、95歳以上になると、約8割が認知症になるといわれていま

ので、言って聞いてもらえるとは限りませんが、少なくとも、聞き

す。人生100年時代と言いますが、寿命まで生ききると、かなり

入れてもらえる人には、意味があります。次に、社員自身の認知

の確率で認知症になるのです。
これを聞くと、暗澹たる気持ちに

機能のケアも重要です。特に、定年延長により、
シニア社員が増

なるかもしれませんが、希望はあります。認知症には、感染症に

える中で、加齢に伴い誰もが経験する、低下しやすい認知機能

おける、
うがい、手洗い、
マスク着用と同様に、必ず防げるわけ

はどのようなもので、それを可能な限り防ぐにはどのような対

ではないけれども発症する確率を下げられる基本的な対応策

策をしたらよいか、知っていることで、
シニア社員の生産性が高

があるからです。現状、ほとんどの人が実践していませんが、多

まることは間違いありません。実は、認知症の一番の原因とな

くの人の常識になり、
それらを実践するようになれば、認知症を

るアルツハイマー病は、発症の30年前から、
ゆっくりとした速度

発症する割合はかなり下げることができると考えられます。

で、原因となる物質が蓄積し、一線を越えると発症するとされ
ています。
このため、原因となる物質の蓄積を抑えたければ、
中
年のうちから、生活を工夫することにより、
この物質が蓄積する
速度を遅くすることができます。
このため、40歳代、50歳代の中
堅社員にとっても、認知症予防に取り組み始めるのに早すぎる
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ことはないのです。後述しますが、認知症予防法は、
身体と、思
考の基盤となる認知機能を保つ、究極の健康法とも言えます。
年代によらず、認知症予防策を知り、実践することは、社会人と
してパフォーマンスを発揮する上で役に立ちます。

生理的に神経細胞を良い状態に保つ
アルツハイマー病では、病理的兆候の一つであるアミロイド
βタンパク質が沈着し、
これが引き金となって、神経細胞の死滅
に至ります。一連の神経病理変化が、認知機能の低下を引き起

情報学の観点からの認知症予防

こすとされます。
そこで、一連の変化の第一段階にある、
アミロ
イドβタンパク質の沈着を抑え病理変化のスピード・進行を遅

筆者は、情報学の観点から、情報処理装置である脳を、使い

らせること、生理的に神経細胞を良い状態に保つことが、第一

方の工夫で長持ちさせる方法の確立を目指し、2006年から、会

の予防につながります。具体的には、
ウォーキングや水泳など

話による認知症予防研究に取り組んでいます。2021年には、医

の有酸素「運動」
をすること、
また、野菜・果物、魚、特に青魚そ

薬品の効果検証でも用いられる実験手法であるランダム化対

して、
ワインを飲むなど、抗酸化作用がある食べ物・飲み物を摂

照群つき比較試験の結果を報告し、
ロボットが司会進行する写

る
「食事」
が有効です。
これは、
身体的な老化を遅らせる基本的

真を用いたグループ会話が、高齢者の言語能力に関わる認知

な健康法です。

1）

機能を向上させることを、世界に先駆けて示しました 。
また、
コ
ロナ禍において、高齢者が集合し会話することが困難になった
ことを契機に、以前より開発を進めていた、
タブレット・スマート
フォンアプリを用いた遠隔会話支援システムと、対話ロボット2）
の開発を加速しています。
後者については、
完全在宅でのランダ

神経病理変化による認知機能への
悪影響を減らす
加齢とともに衰えやすい脳の機能を積極的に鍛え、使うこと

ム化対照群つき比較試験に取り組んでいます。本稿では、認知

が認知症予防に有効とされています。
アルツハイマー病、ある

症予防の考え方と共に、
それを日常生活で実践することを可能

いは脳血管障害になると、脳の中の細胞の一部が死んでしま

とする会話支援手法である共想法と、共想法に立脚し開発し

います。その時に、生き残った神経細胞が十分働くようなつな

3）

た技術、
ならびに、NPO法人ほのぼの研究所 における実践研

がり方を保てていれば、一部の細胞が失われたとしても認知

究活動を紹介します。

機能を維持することができるのです。そして、神経細胞のつな
がり方は、脳の働かせ方によって変わることが知られています。
知的活動や社会的交流を活発に行っている人は、そうでない

2 認知症予防の基礎知識

人に比べて、認知機能が保たれる割合が高いことが知られてい
ます。そして、神経病理変化があっても認知機能が保たれてい
る人は、言語能力が高い、
という調査結果があります。
「知的活

認知症を防ぐ生活習慣
まず、
認知症とは何なのか、
定義について述べます。
認知症は、

動」
や
「社会的交流」
を行い、
「言語能力」
を高め、神経病理変化
があっても認知機能への悪影響を減らすことが、第二の予防
につながります。認知機能のうち、特に加齢とともに低下しや

「脳や身体の疾患を原因として、記憶や判断力などの障害が起

すいのが、体験に関する記憶機能である体験記憶機能、複数

こり、社会生活が送れなくなった状態」
を指します。定義が「状

のことに注意を向ける注意分割機能、段取りを考えて行動する

態」
ですので、原因となる病気はたくさんあります。主なものは、

際に発揮される計画・実行機能です。
それら三つの認知機能を

第一にアルツハイマー病で約7割、第二に脳血管障害によって

活用することが、思考の基盤となる認知機能の老化を遅らせる

引き起こされるもので約2割、
これらを合わせて認知症の9割く

基本的な健康法です。
基礎研究レポート

らいを占めます。その他、様々な病気が認知症の原因となりえ
ます。一般に、認知症予防と言うときには、
アルツハイマー病と
脳血管障害の予防が想定されています。他にも仕組みがよくわ
かっていない様々な病気がありますので、100%予防することは
難しいという状況があります。本稿では特に、約7割を占めるア
ルツハイマー病の予防を中心に、
その考え方と方法について述
べます。先に結論をまとめると、感染症予防における、
うがい、
手洗い、
マスク着用に相当するのは、認知症予防では、食事、運
動、知的活動、社会的交流の4点です。
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認知機能を活用する会話支援手法
「共想法」

三つの認知機能を使い言語能力を
発揮するよう会話にルールを加える

ついては、
「 写真を見る」
「 人の話を聞く」
「 質問や感想を考え
る」、
それをもとに
「話す」
ことで複数のことを同時に行なうこと、
計画・実行機能については、
テーマに沿って計画を立てて行動
すること、
にそれぞれ対応しています。定期的に共想法に参加す
るようになると、体験を覚えて思い出す、
を定期的に行なうこと
になり、共想法が体験記憶のサイクルを回すペースメーカーに

社会的交流については、食事や運動と比べて、
これをやると

なります。そして、話題を見つけるために、
テーマを意識しなが

よいという手順や条件が確立していません。
そこで、加齢ととも

ら生活することで注意分割機能を、話題を作り出すために積極

に低下しやすい三つの認知機能を使うような工夫を加えた
「会

的に行動を起こすことで計画・実行機能を使います。
この辺り

話」
を考えました。
なぜ低下しやすい機能を使うと良いのかとい

は、SNSにも関連しますので、違いについて説明します。SNSで

うと、
「人間の器官や機能は、適度に使えば発達し、使わなけれ

何かを伝えて、
みんなに
「いいね」
という評価をもらうために情

ば退化委縮する」
という法則（ルーの法則）があるからです。言

報発信している人がいます。
これと、共想法で話す話題を探す

語能力を高めるには言語活動である、話す、聞くなどの会話を

ことは、似ているようでいて異なります。共想法は、新しい視点、

着実に行うことが有効と考えられます。体験記憶、注意分割、計

自分のものの見方を広げる、
よく
「観る」
ことが、認知機能を活

画・実行機能、
これらを使うような会話を日々行なっていれば、

用することになると考えて設計しています。
「見られる」
こと、人

毎日の生活の中でこれらの機能が使え、言語能力が発揮される

に伝えて人にその話を評価してもらうことを目的とするのでは

ことになります。筆者は2006年、
この三つの認知機能を使うよう

なく、
自分で世界をもっと面白がることができるようになること

に会話にルールを加えた会話支援手法を考案しました。会話

を目的としています。面白がり方をみんなと共有することで、
お

を通じて体験や記憶を共有します。
「想い」
を
「共にする」
「手法」

互いがもっと面白いことに気づけるようになるという循環が生

ということで
「共想法」
と名づけました。

まれます。心が動くと記憶に残りやすいことが知られていますの
で、毎日の体験が記憶に残りやすくなります。

会話支援手法「共想法」
共想法において、参加者は出題されるテーマに沿って、写真

会話と共想法の認知機能訓練効果

を撮ってきて持ち寄ります。その写真を順に映し出します。話

会話の認知機能訓練効果について、従来明らかになっていた

し手の写真が順に映し出されると、時間内に写真について話

のは、言葉がすらすら取り出せるようになることです。
ウェブ会

して、
その後、周りの人から質問や感想を言ってもらい、
自分の

議システムを使って、1日30分、毎日、6週間、支援者と会話をし

体験をより深く考えます。
また、周りの人が撮影した写真を見

た高齢者の言語流暢性が高まったとの報告があります。言語流

て、話を聞き、
ものの見方を広げます。
この一連の活動を通じて

暢性というのは、言語生成に関わる認知機能で、
ある文字で始

様々な認知機能を使っていこうというものです。
この共想法で

まる言葉、
あるカテゴリーの言葉をできるだけたくさん言うよう

は、話す時間、聞く時間、質問する時間、質問に答える時間、
を

な課題で計測できます。
たとえば、
「か」
で始まる言葉を1分間で

決めて会話を行ないます。以下、標準的な時間配分を説明しま

できるだけたくさん言ってくださいといって、1分間で言えた単

す。4人の人が、参加者1人につき、写真2枚を使って会話をする

語の数で評価します。最近、筆者が主催する理化学研究所の研

場合、写真1枚あたり1分、写真2枚で話す時間が2分です。他の3

究チームで行った、会話支援ロボットが司会する共想法形式の

人の話を聞く時間が6分となります。質問を受ける時間は、写真

グループ会話（次頁図1）
に、1回30分、週1回、12週間参加した

1枚あたり2分、2枚で4分とします。他の3人に質問する時間が12

高齢者は、同じ頻度で、雑談に参加した高齢者に比べて、言語

分となります。話す2分、聞く6分、質問に答える4分、質問する12

流暢性が高まりました。会話にルールを加えることで、加えない

分、合計24分で、切り替えの時間を含めて約30分となります。

場合と比べて、言語能力に関わる認知機能を高める効果が上
がることが分かりました1）。
この言語流暢性は、認知症になると

共想法の活動で活用する
三つの認知機能とSNSとの違い
共想法の活動とその活動を通じて活用される認知機能の
関係についてまとめてみます。体験記憶機能については、最近
の体験について話したり聞いたりすること、注意分割機能に
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著しく低下することから、認知症を診断する際の手掛かりにな
るとされている指標の一つです。
このため、言語流暢性を高める
ことは、認知症の発症を遅らせる上で有効と考えられます。共
想法形式の会話が認知機能に与える中長期的な効果について
は、現在進行形で調査を進めています。
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【図1】会話支援ロボットが司会する共想法形式のグループ会話

4 コロナ禍でも使える会話支援技術

を行います。
これを使うと、家に居ながらにしてグループでの会
話ができます。
実はコロナ禍になる前から、
足が悪いので外に出
られない、
あるいは、過疎地に住んでいるので人と会うのにも大

コロナ禍で開発、運用している、
遠隔会話支援システム

変である高齢者のために、開発をしていました。
まだ試作段階
であったものを、急きょ実際に使うことにしました。遠隔会話支
援システムは、予定した会話の時間になるとアラームが鳴りま

認知症予防には人の交流が欠かせないものですが、
コロナ

す。
スマートフォンまたはタブレットが、時間になると、電話がか

禍においては人との接触を極力避けることが求められるように

かってくるのと同様に、
これから会話の時間になると音楽で知

なりました。
そこで、共想法をオンラインで実施することにしま

らせてくれます。
そして、
あらかじめ決めておいたとおりに、次々

した。
コロナ禍でもできる方法として、
タブレット・スマートフォ

と写真が映し出されます。複数名で、共想法形式の会話を遠隔

ンを用いた、共想法形式の会話を可能とする遠隔会話支援シ

ですることができます。遠隔会話支援システムを用いたオンライ

ステムを開発、運用しています。同じ写真がそれぞれの端末に

ン共想法実施の様子を図2に示します。

同期して表示されて、時間と順序を決めて話題提供、質疑応答

基礎研究レポート

【図2】遠隔会話支援システムを用いたオンライン共想法
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コロナ禍で効果検証実験している、
話題提供し質問に答える対話ロボット
もうひとつ、
コロナ禍でも使える技術を開発しています。話題
提供して質問に答える対話ロボットです
（図3）。
こちらもコロ
ナ禍になる前から開発をしてきたものですが、
ちょうど、効果検
証実験をしようとしているタイミングでコロナ禍になりました。
もともと、家で使えるようにと開発しているものなので、
それぞ
れの参加者のご自宅に送り、使っていただき、送り返していただ

者の立場で、一緒に活動している人々が核になってできている
組織です。研究テーマとしては、以下の三つが挙げられます。
（1）認知機能の維持向上に役立つ会話が、
日常生活に自然に
取り入れられて続けることができるのか？
（2）高齢者が当事者として会話支援技術に立脚したサービス
の作り手、担い手になることができるか？
（3）共想法に立脚したサービスをどのように社会に実現してい
くのか？

く手順で、参加者と一度も対面せずに実験をしています。
この対

具体的には、共想法が継続的になされるようなプログラムを

話ロボットは、共想法の構成要素のうち、見る・聞く・考える、
の

どんなところで、
どんな人を対象に、
どのくらいの頻度でやって

部分、
すなわち、話を聞いて、
それを理解して、
良い質問をするこ

いくのか、実施しながら検討しています。在宅、オンラインで共

とを訓練するものです。
これを、対話ロボット共想法と呼んでい

想法をしようと、ほのぼの研究所では、遠隔会話支援システム

ます。現在の設定では、写真一枚につき、約30秒、
ロボットがお

を使って、2020年度から、
月に1回のペースで、
いろいろなテーマ

話をします。次に、
ロボットが質問を受け付けます。質問の時間

で実施しました。現在、約30名が参加していて、2021年度から15

は4分間です。
どんな質問が来たらどんな風に答えるという想定

名がさらに参加する予定で準備を進めています。
コロナ禍以前

問答データをロボットにたくさん準備して、実際にされた質問

までグループ会話に参加していた方が次々と参加している状況

の中で一番近い想定質問に対応する回答を、機械学習に基づ

です。併せて、オンライン共想法で最初から始める方への対応

いて答えていく仕組みで動いています2）。

を進めています。

5

ほのぼの研究所における
認知症予防の実践研究

高齢者による認知症予防の当事者研究

ほのぼの研究所の活動を通じた、
認知症予防の情報発信
ほのぼの研究所では、認知症予防の情報発信をしています。
コロナ禍以前より、年2回のペースで、講演会を開催してきま
した。
コロナ禍になってからは、オンラインで講演会を実施し

ここからは、共想法を活用しながら、実際にどのような活動

ています。YouTubeチャンネルを開設し、講演の動画を配信

をしているのかについてご紹介したいと思います。NPO法人

しています。年に2回、講演会と連動して、
ニューズレターも発行

ほのぼの研究所というのは、共想法の実験参加者として参加

しています。
また、
これらの活動報告や、共想法の中で出てきた

【図3】話題提供し質問に答える対話ロボット
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いただいた高齢者の中で、興味を持ち、今度は実践研究の実施
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興味深い話題を、
ブログで毎週日曜日に配信しています。以上
は、
ほのぼの研究所のウェブサイト3）に集約されています。

6

防ぎうる認知症にならない社会の
実現に向けて

口腔ケアの8020運動に学ぶ認知症予防
認知症予防を考えるとき、口腔ケアの分野で行なわれた
8020運動─「80歳で20本の歯を残そう」─をお手本にしたいと
考えています。8020運動が功を奏し、歯がない人の割合は年々
顕著に減ってきました。1975年には55歳から64歳の約5人に1
人が、
虫歯や歯周病のために一本も歯がない状態、
という状況
でした。
この年代は現在であれば現役世代ですが、実に20％の
人は、歯がなかったということになります。
ところが、8020運動
が展開されて、歯を磨く習慣や歯医者さんでの定期健診が普
及した結果、2005年には、同じ世代で歯がない人の割合は全
体の2パーセントまで減りました。
たった30年間でその割合が
10分の1になったのです。認知症に関してはまだ
「歯磨き」
に相
当するようなケアが普及していませんので、
まさに口腔ケアに
おける1975年の状態にあります。
ですから今後、歯をケアする
ように認知機能もケアするようになれば、
これからの30年間で
認知症を発症する割合を10分の1に減らすことも夢ではないと
考えています。

歯ブラシを目指す共想法支援技術
本稿で紹介した、遠隔会話支援システムや、対話ロボットな
どの会話支援技術は、口腔ケアにおける歯ブラシのような、認
知機能をケアするための基本的な道具として使われるように
なることを目指しています。
そのためには、
システム開発と検証
を進める必要があります。2025年には、団塊世代が75歳を超え
ることから、認知症予防対策はまったなしの状況にあります。
共想法に立脚した認知症予防サービスの事業化に興味があ
る企業と共に、事業化と普及に取り組みながら、
さらにエビデ
な実用化に向けて、2021年を含めたこれからの5年が重要で
す。認知症予防研究と事業に興味がある読者と共に、防ぎうる
認知症にならない社会を実現する歩みを進めることができれ
ば幸いです。
以上

1）Otake-Matsuura M et al. (2021) Cognitive Intervention
through Photo-Integrated Conversation Moderated by
Robots (PICMOR) Program: A Randomized Controlled
Trial. Frontiers in Robotics and AI, 8:633076.<https://doi.
org/10.3389/frobt.2021.633076＞（最終アクセス2021年9月7日）
2）Tokunaga S, Tamura K, Otake-Matsuura M (2021) A
Dialogue-Based System with Photo and Storytelling for
Older Adults: Toward Daily Cognitive Training. Frontiers
in Robotics and AI, 8: 644964.<https://doi.org/10.3389/
frobt.2021.644964＞（最終アクセス2021年9月7日）
3）NPO法人ほのぼの研究所ウェブサイト <http://www.fonobono.
org/＞（最終アクセス2021年9月7日）

（本文中の図は執筆者提供）
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ンスを収集していきたいと考えています。2025年からの本格的

参考文献・資料等

Disasters & Accidents information

災害・事故 情報
対象期間：2021年6月〜2021年8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）

建物の倒壊
●米マンション崩落

●洪水死者200人超に、依然不明者多数

独・ベルギー

欧州西部を7月中旬に豪雨が襲い、洪水による死者が7月20日、200
死者97人

6月24日、米フロリダ州マイアミ近郊で12階建てマンションが崩落
した。
地元のマイアミデード郡は7月23日、消防隊による崩落現場での捜索

人を超えた。
これまでにドイツで170人、ベルギーで31人の犠牲が確認
された。電話など通信手段の途絶も重なってまだ多くの安否不明者が
残っており、
「100年に1度」
とも言われる災害の全容は把握しきれない状
況だ。

打ち切りを発表した。事故発生から約１カ月が経過し、死者は97人、行方

ドイツでは特に被害の大きかった西部アールワイラー郡で155人の行

不明は残り1人となっている。今後は警察が、撤去されたがれきの中に

方が分からないまま。ベルギーにもいまだ53人の安否不明者がおり、捜

遺体や所持品が残されていないかどうか精査するという。

索が続いている。

がれきは1万4,000トン以上にのぼる。がれき内部での火災やハリケー
ンの影響もあり、捜索は難航した。崩落を免れた建物の一部も、倒壊の
恐れがあるとして、7月４日に爆破・解体された。
マンションは1981年の建設。専門業者が3年前、建物下部に「構造上の
重大な損傷」があると指摘していたことが判明しているが、原因は特定
されていない。

自動車事故・船舶事故
●小学生の列にトラック突っ込む＝2人死亡、60歳男逮捕
6月28日午後3時半ごろ、千葉県八街市の市道で下校中の小学生の列
に大型トラックが突っ込み、5人が死傷した。県警は30日、運転手の容疑
者（60）を自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）の疑いで送検した。

地震

同法違反の過失傷害容疑で現行犯逮捕していたが、容疑者の呼気から

●ハイチ地震、死者2,100人超、水や食料など不足

の分析などから、正常な運転に支障が出ていた疑いがあると判断、罰則

カリブ海の島国ハイチで8月14日にマグニチュード（Ｍ）7.2の地震が
発生した。地元当局は8月18日、死者が2,189人、負傷者は1万2千人超に
のぼったと明らかにした。被害の全容は判明しておらず、死傷者数はさ

基準値を超えるアルコールが検出されたほか、現場付近の防犯カメラ
の重い容疑に切り替えた。
勤務先によると、容疑者は東京都江戸川区に資材を運び、現場近くの
勤務先に戻るところだった。

らに増える恐れがある。一方で現地の報道によると、8月17日から18日に

捜査関係者によると、事故直後に飲酒に関する申告はなく、警察署に

かけてがれきの中から34人が救出された。被災地では水や食料、医療

到着してからの呼気検査で判明した。容疑者は「帰る途中に酒を飲ん

機材など多くの物資が不足しており、被災者は不満を募らせている。

だ」などと供述しているという。
市立小の児童5人が巻き込まれ、3年の男児（8）
と2年の男児（7）が死
亡。3年の女児（8）が意識不明の重体となり、2年の男児（7）
と1年の男児

豪雨・洪水
●熱海で土石流、死者24人、なお3人不明
東海地方・関東地方南部を中心とした大雨により、静岡県熱海市伊豆
山で7月3日に大規模土石流が発生した。
起点の盛り土など約5万6千立方メートルが崩れ、警察や消防、
自衛隊

●貨物船が座礁

周囲に油流出

青森・八戸港

8月11日午前、青森県八戸市の八戸港で、パナマ船籍の貨物船（3万
9,910トン）が座礁した。自力で離礁したが、船体が折れて一部が分離し
た。第2管区海上保安本部の巡視船は12日、船から油が長さ約5.1キロ、

は翌日4日から、二次災害に警戒しながら計約1,100人規模で捜索を続

幅約1キロにわたって流出しているのを確認し、油膜になるのを防ぐた

けたが、土砂の撤去作業などが難航した。市によると、住宅など130棟が

め、放水作業などを行っている。

被害を受け、避難者は計551人にのぼった。県は8月22日、死者1人の身

12日午後5時時点で重油の帯は長さ約24キロ、最大幅約800メートル

元を確認し、死者24人全員の身元が判明したと発表した。残る行方不明

に拡大し、同県三沢市沿岸に達している。船の管理会社によると、木材

者は3人となった。

チップを積んだ同船は11日午前、入港するため停泊していた沖合で、い

伊豆山地区に住む被災住民らは、8月13日、市内で記者会見し、起点の

かりを引き上げる作業中に強風にあおられて流され、水深の浅い所に

土地で行われた不適切な盛り土が原因の可能性があるとして、土地の

乗り上げた。自力で離礁したが、後方部分の甲板に入った亀裂が拡大

現所有者と前所有者を熱海署に刑事告訴する方針だと明らかにした。

し、船体が二つに割れたという。

また、両者を相手取った損害賠償請求訴訟を９月中にも静岡地裁沼津
支部に起こす。請求額は計200億円前後になる見通しという。
被災住民らによると、現所有者の男性は重過失致死傷容疑で、2011年
まで土地を所有していた神奈川県小田原市の不動産管理会社は業務
上過失致死傷容疑でそれぞれ告訴する。
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（6）が重傷を負った。
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フィリピン人と中国人の乗員計21人は、同本部が11日に航空機で救助
し、無事だった。

感染症

当日朝は、園到着後に女性保育士が園児を降ろす作業を手伝った。
園長は運転席から目視で後部座席を確認。乗降口から1、2歩車内に入っ

●電子機器メーカー、新型コロナのクラスター発生で生産を一時停止
電子機器メーカーは、セラミックコンデンサーの主力生産拠点である
福井工場で、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生し、
感染拡大を止めるため8月25日から操業を一時停止、その後9月1日から
再開すると発表した。

て見回し、園児に気付かないまま、残された人はいないと判断して施錠
したと説明している。園長と保育士は、泣いていた別の園児をあやしな
がら作業していた。
乗車時には出欠確認用の「バスカード」を職員に渡すことになってい
るが、園長1人で回収まで手が回っていなかった。園長は園児がバスを

同工場ではPCR検査で陰性を確認した従業員が順次出社する体制が
整い、操業再開に踏み切る。

降りて教室にいると思い込んだ一方、担任は、姿が見えずカードもない
ため欠席と認識。家族への出欠確認や、園児の点呼はしていなかった。

同工場ではコロナの感染拡大を受け、8月22日以降に自主的なPCR検
査を実施した。29日までに判明している累計5,416人の検査結果では協
力会社の従業員6人のコロナへの感染が確認されたという。
同社の広報部は「PCR検査で陰性を確認した従業員のみの出社とな
るが、工場の稼働率への影響は限定的だと判断している」
と説明した。

情報漏えい
●IT会社の不正アクセス、中央官庁など顧客情報流出

工場の一時停止による業績への影響は「精査中」
としている。同工場で

IT会社のウェブシステムが不正アクセスを受けた問題で、8月11日、同

は操業再開後も当面は1日当たり1,000人規模のPCR検査を継続して実

社は企業や官公庁など129機関の顧客の情報が流出していたと発表し

施するとしている。

た。情報の悪用などによる被害は確認されていないという。
不正アクセスがあったのは、同社がシステム開発で使う仕様書やデー
タを、顧客らと共有するウェブシステム。顧客のシステムに関する情報

製品安全

や、
プロジェクトの打ち合わせメモ、関係者の氏名、
メールアドレスなど
の情報が流出した。
不正アクセスでは、何者かが正規のIDとパスワードを使用していた。

●電機メーカー 鉄道用空調の検査不正を発表
電機メーカーは、6月30日、長崎で製造している鉄道車両向け空調装
置について、不適切な検査を実施していたと発表した。1985年ごろから
約35年にわたって不正が行われていたという。
また、
ブレーキの作動や

同社は「何らかの脆弱性を悪用した可能性が高い」
としている。外部有
識者による検証委員会を設置し、原因究明を行う。
この問題を巡っては、国土交通相や同省職員らのメールアドレス約7

ドアの開閉などに使う空気圧縮機ユニットでも同様の不正が発覚した。

万6,000件や、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）の訓練に参加

外部の弁護士を含む調査委員会を立ち上げ、他にも不正がないか調べ

した約170人分の個人情報が流出するなど、中央官庁でも被害が判明し

る方針だ。

ている。

同社は近年、品質不正や社員のパワハラなど不祥事が頻発しており、
信頼回復は一段と遠のいた。1985年から2020年までに出荷した空調装
置は8万4,600台にのぼるが、不正が行われた装置の数は調査中。同社は
「多大なるご迷惑をお掛けし深くおわびする」
と謝罪する一方、
「安全・
機能・性能には問題ない」
としている。今後、再発防止策の策定を急ぐ。

テロ・暴力行為
●カブール空港周辺で自爆テロ、70人死亡か

ISが犯行声明

同社によると、空調装置の冷房・暖房能力試験や防水試験で、顧客が

アフガニスタンの首都カブールの国際空港の周辺で8月26日、2回の

指示する
「購入仕様書」
とは異なる条件で試験を実施。
また、以前に行っ

爆発があった。過激派組織IS（イスラム国）が犯行声明を出し、米軍は少

た試験結果を参照して自動的に検査成績書を作成するなどの不正も

なくとも1回は自爆テロと指摘した。米兵13人を含む70人超が死亡した

行っていたという。空調装置の検査不正は社内調査で6月14日に発覚。

とみられる。

28日には空気圧縮機ユニットの不正も判明した。

テロを起こしたとみられるのは、
アフガンや隣国パキスタンにまたが

同社の鉄道用空調装置の国内シェアは65％を占める。納入先の鉄道
会社や経済産業省には既に不正を報告した。

る地域の領有を一方的に主張するIS系勢力の「ISホラサン州」。
米軍で中東地域を管轄する中央軍司令官によると、空港の入り口の
一つである「アビー・ゲート」付近でIS戦闘員が自爆テロを実施した。
その後に別の複数の戦闘員が米兵やアフガン市民に対して銃撃した。

業務遂行上の事故
●送迎バスで園児が熱中症死、車内確認不十分

米軍はアビー・ゲートで、国外退避を望む人々が空港に入る前に武器を
所持していないかどうかを確認していた。
福岡

もう一つの爆発はアビー・ゲートから数百メートルの距離にあるホテ

7月29日、福岡県中間市の私立保育園で園児（5）が送迎バス内に取り

ルで起きた。同司令官は手口について調査中だとした。ホテルは外国

残されて熱中症により死亡した。
この事件で、同園が連絡なく欠席した

人の利用が多いとされる。米軍は19日、ヘリコプターを使って同ホテル

園児について、保護者への確認を徹底していなかったことがわかった。

から169人の米国人を空港に移動させていた。

担任の保育士は事件当日、園児を誤って欠席と認識していたが、保護者
に連絡をしていなかった。
県警と市、園によると、職員は約40人で、約140人の園児を預かる。
登園用バスは2台あり、1台には運転手以外にも職員が乗るが、人手が足
りず、亡くなった園児を乗せたもう1台は40代の女性園長が運転するだ
けで、他の職員は乗っていなかった。
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Information
〈オープンセミナー〉ニューノーマル時代に求められるＢＣＰの再構築
〜リモートでの災害対応とオールハザード型ＢＣＰ〜
新型コロナウイルス感染症の流行は、私たちの生活様式や働き方
を大きく変革し、世界はニューノーマル時代を迎えようとしています。
多くの企業が在宅勤務等のテレワークを導入するなど、従来のオ

プログラム
講演1
（約10分）

フィス出社型の勤務体制から働き方を変えており、
これに伴って災害
発生時も、
リモート環境での対策本部対応が求められることが想定
されます。
本セミナーでは、新型コロナ禍がもたらしたＢＣＭへの影響を振り
返ると共に、
ニューノーマル時代に対応した対策本部体制の在り方
について解説します。
また、今般の感染症流行や水災の頻発化・激甚化等を受け、多様
なリスクへの対応も求められてきています。
これらを踏まえ、本セミ
ナーでは
「オールハザード型ＢＣＰ」
の構築についても解説します。

新型コロナ禍がもたらしたＢＣＭへの影響
〜ＢＣＭ実態調査（速報）
〜
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部
事業継続マネジメント第二グループ
グループ長 大和田 勝

講演2 （
1 約45分） ニューノーマル下での対策本部運営
〜どこまでリモートで可能か？〜
京都大学防災研究所 社会防災研究部門
都市防災計画研究分野
教授 牧 紀男 氏

配信期間

2021年10月18日
（月）
9時〜2021年11月15日
（月）
17時

講演2 （
2 約15分） 「ニューノーマル時代」の災害対策本部へのアップデート
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部
事業継続マネジメント第二グループ
コンサルタント 内山 和佳奈

主

三井住友海上火災保険株式会社

講演3
（約30分）

開催方式
催

ＷＥＢセミナー

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
参 加 費

無料

申込方法

下記URLからお申し込みください。
https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/10747

オールハザード型ＢＣＰの考え方
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
事業継続マネジメント第一グループ
グループ長 藤田 亮

お問い合わせ
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部
事業継続マネジメント第二グループ セミナー事務局
TEL：03-5296-8958
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〈本号でお話をうかがった方
（敬称略）〉

RMFOCUS

鎌田 真光
（かまだ まさみつ）
東京大学大学院医学系研究科
健康教育・社会学分野 講師

公共健康医学専攻

【略歴】
宮崎県出身。2005年東京大学教育学部卒、2007年同大学院教育学研究科
修士課程修了、2013年島根大学大学院医学系研究科博士課程修了。身体
教育医学研究所うんなん
（島根県雲南市立）
にて市職員
（研究員）
として地域
の健康づくりや研究に携わる。国立健康・栄養研究所流動研究員、
ハーバー
ド大学研究員を経て2018年4月より東京大学に着任、2020年11月より現職。
日本運動疫学会理事、
日本体力医学会評議員。ほか、
モバイルICT・ゲーミ
フィケーションを活用したプロ野球パ・リーグの事業「パ・リーグウォーク」実行委
員会委員など。

https://researchmap.jp/kamada

保坂 駿介
（ほさか しゅんすけ）
株式会社HCプロデュース 代表取締役社長
【略歴】
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、
フロリダ州立大学国際関係論修士課
程修了。
日本輸出入銀行
（現国際協力銀行）
等を経て、株式会社ドリームインキュベー
タに参加。
国際協力銀行では、
アジアや中東地域において日本企業が関与するインフラ
プロジェクトに対する融資や、途上国政府向け債権のリストラに携わった後、
ワ
シントン駐在員を経て経営企画業務に従事。
ドリームインキュベータでは、大企業向けコンサルティングに従事した後、組織・
人材プラクティスの事業責任者として、幹部育成や後継者計画作り等に従事。
2021年10月に株式会社HCプロデュースを創立し、
日本企業の人的資本のマ
ネジメントを支援する。
日本人第1号のISO30414コンサルタント。

〈本号に寄稿していただいた方
（敬称略）〉

四家 章裕
（しけ あきひろ）
株式会社リリーフサイン 取締役COO
【略歴】
工学院大学電気工学科卒業。
2001年、創業期の株式会社ホットリンクに入社。2005年より株式会社WEB
マーケティングの取締役として、
クチコミ分析サービスやランディングページ最
適化ツールなど新サービスの立ち上げを行う。2011年、
ホットリンクに再入社し
ソリューション事業部事業部長、営業本部長を歴任。2015年、訪日外国人の
インバウンド消費増加に伴い、中国SNSの分析サービスを新規事業として立
ち上げ、株式会社トレンドExpress取締役編集長を兼任。2018年に株式会社
ホットリンクのリスクサービス事業を分社し、
マスターピース・グループ株式会社
のグループ企業として株式会社リリーフサインを設立、代表取締役社長に就
任。現在は取締役COO。企業のネットトラブル検証人として講演や執筆活動
を行う。

大武 美保子
（おおたけ みほこ）
理化学研究所 革新知能統合研究センター 認知行動支援技術チーム チー
ムリーダー
NPO法人ほのぼの研究所 代表理事・所長
【略歴】
東京大学工学部卒業、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、博士
（工学）
。専門は、人工知能、知能機械学。人間の知能を育む人工知能の実
現に向けて、認知機能を育む会話支援技術の研究開発に従事。2006年、認
知症をもつ祖母との会話をヒントに、
「共想法」
を考案。2007年、研究拠点「ほ
のぼの研究所」
を設立、翌年、NPO法人化し、代表理事・所長に着任。自治
体、福祉・介護・医療機関との協働事業を展開。東京大学准教授、千葉大学
准教授等を経て、2017年4月より現職。2018年より、東京農工大学客員教授
を兼務。2014年、科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。
著書に、
『 介護に役立つ共想法』中央法規出版
（2012）
。
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