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2021年11月にイギリスが議長国となりグラスゴーで開催された気候変動枠組条約第26回締約国会議では、脱石炭が条約にどのように盛り
込まれるか、といった条約での決定事項だけではなく、会議場外で開催された民間主催の企業や金融機関向け国際会議により発表された各
種声明やイニシアティブにも見逃せないものが多くあった。本稿では、一般社団法人SusCon代表理事の粟野美佳子氏に会議本体での注目
点と民間セクターの議論について解説いただいた。

脳科学の観点からは脳を最も活性化させるのは“他者との対面コミュニケーション”であるといわれているが、2020年からの新型コロナ禍で
外出機会の減少や在宅勤務の普及等により対面コミュニケーションの機会が激減しており、その影響が危惧される。本稿では、東北大学
加齢医学研究所 教授 医学博士である川島隆太氏に、リモートによるコミュニケーションにおいても脳の活性化が期待できるいくつかのポイ
ントを紹介いただいた。

日本のグローバル企業にとって、ある単一の国で起きる自然災害や内乱・テロ等はもとより、COVID-19のような感染症リスクや、地政学リス
ク、人権リスクといった「世界、または複数国間が同時に影響を受ける事象」が顕在化したことによる海外拠点の事業中断なども、自社の経営
に大きな影響を与えてしまう。このような状況を踏まえ、本稿では、企業グループ全体を考慮した「グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ」構築の考え方、な
らびに策定ステップを紹介する。

全国的に自然災害が頻発化、激甚化している状況を踏まえ、国土交通省では、2020年7月6日に運輸防災マネジメント指針を策定、公表した。
本指針は、運輸事業者の自然災害への状況に応じた的確で柔軟な対応力の強化を図り、自然災害への対応について輸送の安全を図ること
を目的としている。本稿では、運輸防災マネジメント指針の策定の背景と普及に関する最新情報を整理するとともに、運輸防災マネジメント
指針を運輸事業者で実践するにあたってのポイントを解説する。

企業の持続可能性を脅かす様々なリスクの顕在化や、コーポレートガバナンス・コードなど外部からの要求により、企業のリスクマネジメント
の重要性および高度化の必要性が高まっている。MS&ADインターリスク総研がこのほど実施した「企業のリスクマネジメント体制整備状況
調査」に基づき、上場企業のリスクマネジメントの現況およびそこから推察されるリスクマネジメントを高度化する上での課題について、平素
のコンサルティングでの知見を踏まえ分析を行った。

新型コロナによるパンデミックは、「働き方改革」をはじめとした、様々な課題を一気に解決する機会を提供してくれたともとらえられる。今回
の基礎研究レポートでは、“ウィズコロナ”時代において事業を継続し、さらに革新していくための業務運営として、勤務形態の改革（テレワー
ク推進の現状と留意点）、職場環境の改革（フリーアドレスの再定義も含めたオフィスのあり方の見直し）、雇用形態の改革（ジョブ型雇用導
入の背景と運用）について考察する。
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1　RMFOCUS Vol.80 〈2022 Winter〉

要旨
▪議長国イギリスは毎日特定のテーマをハイレベルイベントで取り上げるという独自の手法で、国際的なイニシアティブや

声明を連発した。
▪バイデン政権のアメリカは、民間セクターも巻き込み気候変動問題に傾注している。
▪民間セクターの動きも非常に活発な反面、ネットゼロ宣言に対しNGOの批判が高まっている。
▪日本は技術開発力だけでは遅れは取り戻せず、実際にその技術をどこまで導入・展開できるかが鍵となる。

COP26報告
〜 危機感に突き動かされる世界と民間セクター 〜

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

2021年11月にイギリスが議長国となりグラスゴーで開催さ
れた気候変動枠組条約第26回締約国会議（以下「COP26」）で
は、日本含め世界の最大の関心は脱石炭が条約にどのように
盛り込まれるかに向かっていたように思う。しかし、COP26の民
間セクターにとっての意味合いは条約での決定事項にとどまる
ものではなく、その関連で発表された各種声明やイニシアティ
ブにも見逃せないものが多くある。現地ではCOP26開催期間
中、会議場外でも民間主催の企業や金融機関向け国際会議が
いくつも開催され、それらにも出席してきた筆者が痛感したの
は、気候変動問題の喫緊性とビジネス機会の両面で世界の民
間セクターが熱を帯びていることである。以下に紹介する会議
本体での注目点と民間セクターの議論から、世界の現状を少し
でも感じていただければ幸いである。

 

ルールメーカーイギリスの手腕
今回のCOPの特徴は、条約本体の交渉会議とは別に議長国

が各日テーマを設定し、そのテーマについて公式声明が相次
いで発表される会議形態にしたことである。開催期間中、自動
車のEV化に関する宣言が出されたことは読者もご記憶のこと
と思うが、これも議長国主催会議により采配されたものである

（次頁表１）。イギリス政府が繰り広げたこの新たな手法は、会
議初日から気候変動対策に向けた機運を醸成し条約本体での
交渉に弾みをつけるだけでなく、本体では決着が難しい問題や
民間セクターでの具体的取組を取り上げることを可能としたと
いう点で、これまでのCOPとは一線を画していた。特に初日と2
日目は、世界指導者サミットと称され、各国声明とは別に特定
のテーマを巡るハイレベル会合が同時並行で開かれ、そのテー
マに関係の深い国の首脳がセッションに相次ぎ登壇。コロナ対
策から今回は会場全体の入場者数を1万人に限定する措置を
講じていたが、各国メディアも押しかけたため昼過ぎにはその
人数に到達するほどの盛況ぶりであった。

それ以降も11月3日の金融会議にはイエレン米財務長官も
登壇するなど、各国の大物政治家が現れたが、民間セクターの
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代表理事
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テーマ 主な発表 内容

11/1 世界指導者サミット 各国の国別目標（NDC）等発表演説

11/2 世界指導者サミット

森林と土地利用に関するグラスゴーリー
ダー宣言

2030年までに森林損失と土地劣化をなくし、反転させる。官民で
190億ドル拠出

森林農業コモディティ貿易（FACT）対話
共同声明

森林や生態系の保全や持続的管理と両立した農業コモディティ
の持続可能な開発と貿易促進

グラスゴー・ブレークスルー 電力・陸上交通・水素・鉄鋼・農業の5分野におけるクリーン技術の
推進

11/3 金融 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）
設置 ESG情報開示の世界的規格統一

11/4 エネルギー

「石炭からクリーンパワーへの世界的 
移行」声明 排出削減措置の無い石炭火力発電からの移行加速

国際的公正な移行宣言 途上国・新興国における炭素集約型産業への依存からの脱却

製品効率行動呼びかけ モーター・エアコン・冷蔵庫・照明のエネルギー効率を2030年まで
に倍増

11/5 若者
市民のエンパワメント 気候教育誓約 学校の脱炭素化やカリキュラム・教材の開発

11/6 自然と土地利用

農業イノベーションに関するグローバル
アクションアジェンダ

気候変動の緩和と適応努力の制約要因となっているイノベー
ションギャップの解消

小売業自然コミットメント イギリス大手小売5社による公約。2030年までに食システムが自
然と気候変動に与えるインパクトを半減する

11/8 適応
損失と被害

レジリエンスレース
数値指標枠組み

国連のレジリエンス強化キャンペーンによるレジリエンス構築活
動の計測方法手引き

11/9 ジェンダー
科学とイノベーション

ミッションイノベーション
四つのミッション

都市の脱炭素化、炭素除去技術、大排出セクターのネットゼロ、
バイオ精製

11/10 交通

緑の船舶回廊クライドバンク宣言 排出ゼロ航路の設定

排出ゼロ自動車への移行加速に関する
COP26宣言

主要市場では2035年、世界全体では2040年までに、新車販売を
すべてゼロエミッション車にする

国際航空野心連合COP26宣言 1.5℃に合致する航空セクターからの排出削減

11/11 都市　地域　建造環境 都市気候アクションプログラム イギリス政府による途上国都市の脱炭素化支援

【表１】議長国テーマと成果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （太字が議長国主導による国際企画）

トップも多く登場し、さらにはビル・ゲイツ氏やジェフ・ベゾス
氏等自身の名前を冠した財団の創設者がスピーカーとして招
かれ、動員必須といわれている民間資金についても巨額の声
明を引き出している。また、日本でも報道されたESG情報開示
の規格統一を巡る新組織体（国際サステナビリティ基準審議
会、International Sustainability Standard Board　略称
ISSB）の設置発表もこの中で行われ、政府主導の企画のみなら
ずグラスゴー・ネットゼロ金融連合（GFANZ）に代表されるよ
うな民間のイニシアティブも、一連の発表の重要な一角を形成
したのである。

イギリス政府の采配によるもう一つの功績は「自然」を気候
変動条約議論の中央舞台に上げたことである。生物多様性条
約のムレマ事務局長始め有識者が「自然がこれほどまでに気候
変動条約会議の場で語られたことはかつてなかった」と口々に

コメントするほど、自然を巡る話題が多く、指導者サミットでも 
2日目は森林問題に切り込んでいる。さらに11月6日は「自然と
土地利用の日」とされ、森林・農業・コモディティについて、ペプ
シコやユニリーバ、イギリスの小売大手セインズベリーのCEO
が相次ぎ登場、森林破壊の原因となっている一連の農産物に
ついて、製品ベースのフットプリントをゼロにする等、意欲的公
約の発表の場と化していた。日本のほとんどの企業ではまだ生
物多様性が経営課題として語られるところに至っていないが、
気候変動と生物多様性はコインの裏表であり、これを切り離し
て議論しても気候変動問題は解決しないというのが世界の認
識である。企業も金融機関もこの認識に立脚して動き始めてお
り、ジョンソン首相が「石炭」「自動車」「資金」と並ぶ本COPの
四本柱の一つに「森（自然）」を据えたことは当然の流れであっ
たと同時に、この動きを確実に加速化させたのである。
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「気候変動問題と結婚した」アメリカ
COP26はアメリカの復活もその特長の一つとなった。

COPでは毎回パビリオンと称される各国政府や国際機関
によるブースが設けられ、連日セミナーイベントが開催さ
れる（図１、図２）。パリ協定からの脱退を表明したトラン
プ政権では見られなかったアメリカ政府のパビリオンが、
バイデン政権になったことで設置され、その開催イベント
にはブリンケン国務長官・マッカーシー気候変動担当大
統領補佐官・ケリー気候問題担当特使が登場。マッカー
シー氏はオバマ政権時代に環境保護庁長官を務めた人物
で、「バイデンは気候変動とデートしているんじゃない。結
婚したのよ！」とトランプ時代とは真逆の現政権の方針を

ユーモラスに熱弁。それを裏付けるように、COP本体には 
前述のイエレン財務長官だけでなく、「エネルギーの日」には元
ミシガン州知事のエネルギー長官がミシガンの自動車産業の
復活ストーリーを交えながらエネルギー移行を演説、パビリオ
ンでは農務長官自らが農業に関するパネルディスカッションの
モデレーターを務める等、主要閣僚がこぞって現地入りし、政
権挙げて気候変動を重視していることを強く印象付けた。

条約交渉の場面でも、議論の終盤にさしかかった時点で米中
共同声明を出すなど、アメリカの外交力が随所で発揮されてい
たが、アメリカの影響力はそれだけではない。議長国イギリスの
発表の影に隠れがちだがアメリカ主導の国際連携を期間中相
次ぎ発表しており、かつそれらの多くはアメリカ企業や財団を
中心に民間セクターを巻き込む形で立ち上がっている（表２）。 

【図１】アメリカ政府のパビリオン。座席数は30程度しかなく、登壇者やプレス席も含
まれていたため、一般参加者はライブ配信で視聴するよう誘導された。

【図２】プーチン大統領の欠席が非難されたロシアも出展はしていた。

【表２】民間を巻き込んだアメリカ政府の新プログラム

管轄 名称 内容 参画民間セクター

国務省

森林投資家クラブ 持続可能な農林業やインフラへの 
投資推進 アップル、ドイツ銀行、ゴールドマンサックス、ミロバ等14組織

経済開発のための気候起業家
（CEED）

スタートアップ企業誘導型グリーン 
成長の支援 セールスフォース、リンクドイン、GM

ファーストムーバー連合 革新的クリーンテクノロジー市場を 
創出する企業プラットフォーム

エアバス、ボーイング、デルタ航空、アマゾン、アップル、
ノキア、ボルボ、ホルシム、エルステッド等25社

クリーンエネルギー需要イニ
シアティブ（CEDI）

クリーン電力の能力増強と経済成長
を目指す官民プラットフォーム

RE100、再生可能エネルギーバイヤー連合（REBA）、
世界資源研究所（WRI）等

エネルギー省 ネットゼロ・ワールドイニシア
ティブ

世界のエネルギーシステムの脱炭素
化加速

ブレークスルーエナジー、ブルームバーグ財団、
リン＆マーク・ベニオフ

農務省 気候のための農業イノベー
ションミッション

官民連携による農業セクターでの 
変容型気候アクション

BASF、シンジェンタ、ペプシコ、バイエル、ビル・ゲイツ財団等
48組織

環境保護庁 グローバルメタン誓約 エネルギー源としてメタンの回収利用
推進

ブレークスルーエナジー、ブルームバーグ財団、イケア財団等
20財団
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イギリスが自国の予算からの支援を多方面に盛り込んだのと
は対照的に、アメリカを中心とした大型財団が資金拠出者とし
て関与している背景には、予算権限を議会が握っているという
アメリカの台所事情もあるだろう。まさにそれゆえに、財団とい
うアメリカが持つもう一つの大きな財布を、条約交渉で常に問
題となる途上国への支援問題に応えるべく活用したとも映る。
この途上国への資金拠出を巡っては、ブルームバーグのイベン
ト（後述）に登壇したケリー特使が、必要とされる年間1,000億
ドルが出せる政府などおらず、民間資金の協力は必須として、ア
メリカの主要金融機関をこのテーブルにつかせるとも発言して
いる。財団から銀行へと今後アメリカ政府の巻き込み対象が広
がっていくこと必至である。

収斂（しゅうれん）と対立
今回のCOPでは、会場外でビジネス向け会議が対面方式

でいくつも開催された事も特筆すべきことであった。筆者もブ
ルームバーグによる「ブルームバーグ・グリーンサミット（11月9
日）」とイギリスの非営利団体クライメートアクションによる「イ
ノベーション・フォーラム（11月8日－11日）」に参加したが、他に
もニューヨークタイムズ主催「クライメート・ハブ（11月3日－11
日）」、S&Pグローバル主催「デスティネーション・ゼロ　COP26

（11月10日）」、デンマークに事務局を構える世界気候財団主
催の「世界気候サミット インベストメントCOP（11月7－8日）」に

「世界生物多様性サミット（11月10日）」と、筆者が把握してい
るだけでも目白押しであった。COP本体も従来からサイドイベ
ントと呼ばれる様々な主催者によるシンポジウムやセミナーが
開催される仕組みになっており、今回も金融をテーマとしたイ
ベントや企業の活動をテーマに掲げたセッションがいくつも開
かれた。さらにパビリオンではWeMeanBuisiness注1）がビジネ
スハブを設けるなど、連日企業をスピーカーに招いたビジネス
向けパネルディスカッションやサステナブルファイナンスをテー
マとしたイベントが、政府系パビリオン含め至る所で開催され
ていた。こうした会場内外での盛り上がりをある登壇者は「政府
と企業と金融機関が初めて揃って同じ方向を向いたのがこの
COPだ」と表現。実際、上述したアメリカ主導の企画の中には
共同創設者として企業がついているものもあり、その内容も企
業の事業活動に直結するものが多い。

特に金融界については、前回のCOPでのいわば「胎動」から
「インフルエンサー」の地位へと一気に上り詰めた感がある。
イベントでの発言でも、シーメンスの金融サービス子会社が数
カ月前まではリスクと見ていた気候変動を機会ととらえるよう
になってきたと明かし、責任投資原則（PRI）のレイノルズCEO
も気候変動政策の導入が進んでいる国に投資が流れ込んで 

いると強調。資産の座礁化リスク回避という当初の関心事から
投資機会の発掘へと金融機関は突き進んでおり、GFANZの気
候変動に振り向ける金額目標としてマーク・カーニー氏が掲げた

「2050年までに130兆ドル」という額も、決して絵空事ではない
空気が随所に醸し出されていた。それでもカーニー氏は手綱を
緩めることはなく、GFANZへの加盟金融機関が世界の金融市
場の4割を占めるまでに至ったことを「まだ6割がネットゼロに向
かっていないということだ」とむしろ苦言を呈している。日本含
め各国のGFANZ未加盟金融機関には、これから圧力がさらに
強まっていくであろう。

こうした熱気の一方、意見が割れるのが、自然の炭素吸収
力に依存した「自然ベースソリューション（NbS）」とそれに基
づく炭素オフセットである。企業の間でも「ネットゼロ宣言」を
掲げるところが増えているが、そもそも「ネットゼロ」という考
え方は温室効果ガスの排出量を同量の吸収でオフセットす
ることを前提としている。さらに、この吸収力が桁違いとなる
自然界に頼もうとする傾向が近年特に強まっている。こうし
た中、オフセットに使われる炭素クレジットのパリ協定におけ
る取り扱いルールが今回ようやく決着し、これにより今後民
間企業による国際的炭素クレジット取引が進むと見られてい
る。こうした動きに対し、環境NGOのグリーンピースは「シェ
ル1社のネットゼロ達成だけでもオランダの3倍の面積の土
地が必要であり、宣言企業全社のオフセットを引き受けられ
るような森林や土地は当然だが存在しない」と、ネットゼロの
考え方の本質的問題を改めて強調し、「ネットゼロの‘smoke 
& mirror’（手品師の巧妙なトリック）」と痛罵している。他方、
自然保護プロジェクトから森林由来炭素クレジットを生成さ
せ、プロジェクトドナーの企業に提供しているアメリカの大手
自然保護団体ネイチャー・コンサーバンシー（TNC）は、炭素
除去を否定すべきではないとして炭素オフセット市場を支持
する姿勢を見せており、環境NGO間でさえ意見が対立する。
実際、大量のクレジットを作り出す元として期待が寄せられて
きたNbSは、自然を吸収源としか見ないことへの懸念により、
COP26の成果文書「グラスゴー協約」からは表現が最終的に
消されているのである。オフセットはあくまで実際の排出削減
努力後に行う補完的なものという点では衆目は一致している
が、人の手で制御できるわけでもない自然を当てにしたオフ
セットは、市場が今後整備されても論争を招き続けるだろう。

CO
P26報
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日本にとっての教訓
最後に日本にとって示唆するところが大きい話題を二つ取り

上げたい。
一点目は隣国韓国の排出削減目標である。韓国政府は初

日に新たな国別目標（NDC）として2030年に2018年比40％削
減という意欲的目標を提出している。同日に韓国パビリオン
で開催されたイベントでは環境大臣と共に計画策定にあたっ
た炭素中立委員会委員長が登場し、この目標の野心性を日
本を含む先進各国の目標と比較しながら説明した（表３）。韓
国国内で100回以上の公聴会を開催し市民の意見を収集し
た新NDCでは、セクター別の削減設定も決められ（表４）、こ
れに対し産業界からは非現実的・実行不可能という非難が寄
せられる一方、環境団体からは目標水準が低いと批判され、
国内で一致団結とは言い難い。しかし委員長は板挟み状態に
あることを認めつつも「最初の一歩が重要だ」と不退転の姿
勢を見せ、スピーカーとして招かれた海外有識者からは、アジ
アのリーダーとなることへの期待も述べられた。韓国につい
ては、ネットゼロ・バンキング・アライアンスに早々に加盟した 

新韓金融グループが、金融デーの目玉イベントの一つにパネ
リストとして招かれており、国際社会での存在感が強まってい
る。主力製造業で韓国との共通点が多い日本だが、閣僚の登
壇も無ければ民間セクターの存在も薄く、アジアの中でも見
劣りし始めている。

二点目は技術に対する見方である。冒頭で紹介したイギリス
やアメリカ主導の企画でもイノベーションやテクノロジーを巡
るものが多く見られ、日本企業にあるとされる技術開発力の貢
献余地も大きいだろう。ただ、世界では既存技術をいかに大規
模に展開するかに重点が置かれていることも忘れてはならな
い。その背景には新技術を開発している時間的余裕はもはや残
されていないという危機感と、大規模な商用展開に至っている
技術は実は少ないと言った現実がある。イノベーション・フォー
ラムに登場した米エネルギー省のターク副長官は、分析した46
件のクリーンエネルギー技術のうち、求められる規模とスピー
ドで展開されているのは六つだけだったとエネルギー省による
最近の調査報告に言及。日ごろ大きな金額を扱っているエネル
ギー省にとっても巨額と映る投資と税の優遇措置で、コスト競
争力ある技術の実地展開をアメリカ政府が強力に推進していく

国 2030年国別目標（NDC） 基準年 年あたり削減率 製造業の比率

韓国 40% 2018 4.17% 29.1%

日本 46% 2013 3.56% 20.7%

アメリカ 50〜52% 2005 2.81% 11.3%

EU 55% 1990 1.98% 14.8%

イギリス 68% 1990 2.81% 8.8%

セクター 2018年の排出量 新NDCでの排出量と削減率

排出

エネルギー移行 269.6 149.9 44.4%

産業 260.5 222.6 14.5%

ビル 52.1 35.0 32.8%

運輸 98.1 61.0 37.8%

農畜産業・漁業 24.7 18.0 27.1%

廃棄物 17.1 9.1 46.8%

水素 − 7.6 −

その他（偶発的排出等） 5.6 3.9 −

吸収・除去

各種吸収源 -41.3 -26.7

CCUS − -10.3

海外での削減 − -33.5

【表３】韓国と他国の削減目標比較

【表４】韓国の新NDC内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位：100万CO2トン

（出典：韓国炭素中立委員会の発表資料）

（出典：韓国炭素中立委員会の発表資料）
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注）

1）企業や国際機関、NGO等から構成される世界的ビジネスプラットフォーム。
2030年までの排出半減と2050年ネットゼロ経済の達成を目標に掲げ、様々な
提言活動を展開している

姿勢を強調している。日本でも開発した技術が実際に事業に結
びついておらず、展開力に欠けるとの指摘をよく目にするが、世
界でもまさにこれが課題であり、ここを打破できた企業が脱炭
素時代のブルーチップ企業になれるとも言えよう。開発力以上
に途上国含め世界にその技術を展開し広めていく力が、日本企
業にも求められているのである。

＊＊＊＊

日本も2020年の菅政権によるネットゼロ宣言を受けようやく
覚醒した感はあるが、閣僚を揃え矢継ぎ早に政策措置を打ち
出す米国や、産業界との軋みも隠さず世界に野心性をアピール
する韓国を見ると、遅れを取り戻すどころか差が開いている危
機感を覚える。日本には潜在的技術開発力があることもそれだ
けでは世界での再評価に繋がらない。この先2030年までを決
定的10年と位置付けている世界の急速な変化に追いつくには、
10年どころではなくCOP27までのこの1年が日本そして日本企
業にとっては決定的と言っても言い過ぎではないだろう。2022
年が反転攻勢の年となることを願っている。

以上

CO
P26報

告
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新型コロナ禍における脳の活性化

要旨
▪脳科学の観点から、脳を最も活性化させるのは“他者との対面コミュニケーション”である。コロナ禍では対面による

コミュニケーション機会が激減しており、その影響が危惧されている。
▪脳も身体と同様に、使うことで機能の維持・向上が図れる。ビジネスを意識した場面では、認知速度と作動記憶を高める

トレーニングが有効である。
▪仕事での成果は、脳の特性を理解した工夫の有無で大きな差が生じる。例えば、「大事な商談は対面で行う」「業務開始

前に音読などで脳をウォーミングアップさせる」「新しいアイデアが必要なときは散歩を取り入れる」などである。
▪脳にとってスマートフォンは大敵である。仕事に集中したいのであれば、SNS通知音さえ耳に入らないよう電源を切る

ことがポイントとなる。同様に、パソコンではメールなどの割り込み情報も排除することが望ましい。

コロナ禍によって危惧される脳への影響と
脳の特性を理解した仕事に臨む上での工夫

１ コミュニケーションの重要性と
脳のトレーニング

 
2020年からのコロナ禍において、脳科学の研究者として最も危

惧しているのは、コミュニケーション機会の喪失である。脳科学の
観点からは、感染対策に留意しながら、工夫して可能な限り対面
によるコミュニケーション機会を設けることが重要と考えている。
ただ、国をあげてのコロナ封じ込め政策の中にあっては、その

機会をコロナ前に戻すことは容易ではない。その実現には当面困
難が予測されるため、リモートワーク下で、少しでも脳の活性化
が期待できるいくつかのポイントをアドバイスしたい。
 

⑴対面のコミュニケーションが脳を活性化させる

これまで、脳科学の観点から様々な研究を行ってきたが、
中でも“人間の脳はどのような場面で最も活動的になるのか” 

というテーマで俯瞰的に見えてきたのは、“他者とのコミュニケー
ション”において脳は最も活発に働くという結論である。他者と 
コミュニケーションする際には、思考を担う前頭葉をはじめとし
た脳の様々な領域が活性化することが判明している。人間の脳に
は他の動物の脳とは異なり、コミュニケーションを行うための機
能が満載されているのである。こうした視点で考えると、コミュニ
ケーション機会が大幅に失われたコロナ禍は、脳にとってとても
危険な状態といえよう。
コロナ禍では緊急事態宣言の発令などにより、外出の機会が

減り自宅で過ごす時間が大幅に増加し、仕事においても在宅勤
務を強いられることとなった。家族間での会話が従来のコミュニ
ケーションを代替できるのであれば大きな問題とならないが、
相手が同じだと脳が飽きてしまい、コミュニケーション行動自体
が減ってしまうことが分かっている。コロナ禍においてはコミュニ
ケーションが量、質ともに低下しており、脳への悪影響をとても危
惧している。

東北大学
加齢医学研究所 教授　医学博士
　　　　　　川

か わ し ま

島 隆
り ゅ う た

太 氏
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新型コロナ禍における脳の活性化

⑵“使わない”ことがもたらすもの

脳科学の世界ではよく、“Use it or lose it”との表現が使われ
る。これは“使うか、使わずに失うか”ということだが、実は脳にとっ
て非常に重要なことだと考えられている。身体も同じで、しっかり
と使えば機能を維持し向上させることが可能だが、使わなければ
低下してしまう。同様の図式は脳にもあてはまり、使わなければそ
の機能は失われていくのである。
コロナ禍におけるコミュニケーション機会の減少は、脳を使う

機会の減少を意味し、結果として脳の機能全般、特に認知機能が
下がってしまうのではないかと、筆者たち脳科学者は危機感を抱
いている。最も懸念されるのは、脳機能が回復しやすい柔軟性が
脆弱だと考えられている高齢者だが、働き盛りの現役世代におい
ても、コミュニケーション機会の喪失は、脳機能の観点からはマイ
ナス要因しか見当たらない。
また、脳は運動によってその健康が維持されることがコホート

研究注１）から明らかになっており、外出機会の減少により屋外での
有酸素運動の機会が失われている状況も、脳機能に大きなマイ
ナスと考えている。

⑶複雑な方を選ばないと意味がない

運動をはじめとする各種の生活習慣と脳機能との関連につい
ては、東北大学加齢医学研究所のメンバーでもある瀧靖之氏の
寄稿（RMFOCUS Vol.73、2020 spring）で解説されているとお
りである。バランスのとれた食事、十分な睡眠の他、適度な有酸
素運動、知的好奇心、コミュニケーション（会話）などが脳機能の
維持・向上に有効であるが、今回は筆者の代名詞ともなっている
脳トレーニング（以下、脳トレ）について補足したい。
まず、脳機能の維持・向上のために理解しておいてほしいのは、

基本的には「簡単なものよりもよりめんどうなものを選ぶ方が有
効」という点である。ところが、人（＝脳）は元来、楽な方を選びた
がる。例えば、食事という行為にしても、自分で材料を用意して調
理するのはめんどうで、買ってきて食べる方が楽である。この行為
を脳機能の視点から考えると、調理においては方法や手順など
様々なことを考えるので脳が活性化するが、買ってきて食べるだ
けの行為ではほとんど活性化しない。当たり前と言えば当り前だ
が、日常生活の中で脳を鍛えたいのであれば、よりめんどうな方
を選ぶということは非常に大切なポイントとなる。
ただ、これはあくまで基本的な原則であり、仕事を始める前に

脳を活性化させたい場合などは、必ずしもめんどうで複雑な作業
が有効なわけではないので、その点について解説する。

⑷回転速度と記憶量を上げるトレーニング

脳トレでは脳の何をトレーニングしているかというと、科学的に
もその有効性が証明されている二つのポイントがある。
一つは、頭の回転を速くする、つまり情報の処理速度を高める

ためのトレーニング（認知速度トレーニング）である。通常、加齢
に伴って脳の情報処理速度は直線的に下降することが知られて
おり、放っておくとその速度は下がってしまう（図１）。そこで、ト
レーニングによってその能力を維持、向上させるのである。方法は
とても簡単である。ここでは処理“速度”に焦点を当てており、複雑
で時間がかかる作業ではスピードが上がらないので、できるだけ
単純な作業（例えば、簡単な計算問題）を短時間に素早く行う。こ
の作業を行うだけで脳の情報処理速度は向上する（次頁図２）。
また、処理速度の向上は、記憶力や注意力の向上にもつながるこ
とが、実験で証明されている。
もう一つは、記憶の中でも作業容量の部分を増やすトレーニン

グ（作動記憶トレーニング）である。専門用語では“ワーキングメ
モリ”あるいは“シャドー記憶”と呼ばれるもので、コンピュータで
はRAM（Random Access Memory）がこれに相当する。処理
速度の速い高性能なCPU（Central Processing Unit）を備え
ていてもRAMが小さいと複雑な作業がこなせないように、人間
の脳もこの“ワーキングメモリ”の容量が小さいと十分に能力を発
揮できない。このワーキングメモリも年齢と共に低下するので、そ
の容量を増やすために記憶のトレーニングを行うと効果的である
（次頁図２）。

 

【図１】加齢とともに低下する脳の機能
（出典：Park et al. 2002;Salthouse 2006 より改編）
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２ コロナ禍における
コミュニケーションへの認識

⑴非対面では脳の同調は困難

コロナ禍では人流抑制を目的としてリモートワークが推奨され
てきたが、前述のとおり、脳科学の観点からすれば不健康な環境
でしかない。認識すべきことは、リモートによるコミュニケーショ
ンは、対面によるコミュニケーションの代替手段にはなり得ない
ということである。

筆者たちが実施した脳科学の実験で、対面による会話とリモー
トによる会話を比較したところ、リモートによる会話では対面に
よる会話のような同調反応が脳に現れないことが判明している 
（図３）。これは少し違うというレベルではなく、リモートによる

会話では脳は何もしていない時と同様な反応を示し、脳の活性
化はほとんど見られないのである。WEBを通じた会話では脳が
同調注２）しにくいため、ビジネスにおいて相手を説得する必要が 
あるようなときには、リモートでは相当困難を極めることとなる。
従って、大切なコミュニケーションであればあるほど、感染対策に
留意しながら、本来は対面の機会を実現させるべきである。「今日
はこのプレゼンで絶対に商談をまとめてやる！」といった重要な局
面では、実際に相手と会って目の前でプレゼンすることをお勧め
する。
ただ、当面は“withコロナ”の状態で業務を行うしかないことも

予測される。会社の方針などもあってリモート対応せざるを得な
いときには以下の点に留意して、少しでも対面に近い脳の反応に
つながる工夫を実施してほしい。

【図２】認知速度と作動記憶のトレーニング効果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （出典：執筆者提供）

【図3】対面・非対面における脳同調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：執筆者提供）
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⑵リモート下における工夫

では、先述した脳に関するポイントを踏まえて、リモートワーク
について考えてみたい。

①ストレスレスでカメラを見て話す
ＷＥＢ会議等で経験済みの方も多いと思うが、パソコンのディ

スプレイに映る相手をいくら真剣に凝視したところで、相手から
見れば視線は完全に外れている。これを回避するには、ディスプレ
イに映る相手の顔を見るのではなく、WEBカメラを見ながら話す
とよい。その場合、相手の脳は視線が一致していると錯覚するの
で、結果として脳の反応が幾分か改善される。
また、ネットワークの通信速度が遅いと画面や音声にズレ

が生じ、脳にとっては非常にストレスとなる。当然、ストレスは
避けなければいけないので、高速通信が可能な環境が前提と
なる。
ただ、この工夫はあくまでストレス回避や脳の反応を少しでも

良くするものでしかなく、対面での脳の反応には遠く及ばない。対
面のような緊張感は感じず、ストレスフリーで実施できているよう
に思えるかもしれないが、脳にとって本来のコミュニケーションと
はなっておらず、対面と同様な結果が期待できないことを忘れな
いでほしい。

②メイン画面を頻繁に切り替える
営業活動などでプレゼンを行う際、企画書などをメイン画面に

映し続ける、ということがよくある。この場合、画面の隅に小さく
表示された参加者の表情はほとんど読み取れない。参加者が2～
3人ならまだしも、５人以上ともなるとほぼ絶望的である。対面で
あれば相手の表情を観察しながらスピードを変えたり、補足説
明したりするのが常だが、リモートでは一方的な説明になりがち
で、重要なポイントが相手に響いているかどうかを確認するのは
困難である。
これを避けるには、めんどうだが会話に合わせてプレゼン画面

の共有を頻繁に切り、できるだけ相互の表情が確認できる画面
表示を長くするよう工夫したい。

③ルーティンワークの徹底
職場では始業と終業、昼休みの時間が明白で規則正しいリズ

ムとなるが、リモートワークでは自己管理するしかない。リモー
ト推奨がどれほど続くかは分からないが、そうした状況でもルー
ティンワークを心掛けてほしい。方法は単純で、小中学生のよう
な時間割をつくり、小休憩を挟みながら業務のオンとオフを切り
替えることである。例えば、4５分は業務に集中し、１0～１５分程度
は自分が好きなことでリラックスする。こうした計画を実行する 

だけでも、夜遅くまでだらだらと仕事するような状況は避けられ
結果的に自分も楽である。

④好みに合わせた家族での共同作業
仕事を少し離れた取り組みになるが、リモートワークによって

家族と過ごす時間が増えたことをプラスに活用して欲しい。家族
との会話も重要であるが、何らかの共同作業をすることを意識し
て欲しい。特に幼い子供がいる場合は、共同で作業することで自
尊心を含めた子供の様々な能力が発達しやすくなるので、子供
の将来にとっても有益である。当然、得意・不得意があるので、一
律何がいいと決めつけることはできないが、家族が好む共同作業
を、できれば屋外で一緒にすると、体にも脳にも有益だ。

⑶リアル・リモートにかかわらず脳の特性を踏まえ
ながら取り入れるとよい工夫

①脳のウォーミングアップ
スポーツにおいてウォーミングアップが欠かせないのと同様

に、人間の脳もいきなり全力では働かない。人間の脳もウォーミ
ングアップをさせておくことによって、短時間で最大能力を引き出
しやすくなることが実験でも明らかになっている。

脳のウォーミングアップに効果的な具体的方法としては、脳の
回転速度を速めるトレーニングが有効だ。単純な作業を１～2分
行うだけで集中力が高まり、能力を最大限に引き出しやすくなる。
脳のウォーミングアップが必要なのは、リモートワークに限っ

たことではないので、出社時でも集中力を高めたいときには直前
に単純作業をスピーディに実施すると良い。これだけで自分の能
力を2～3割引き上げる効果が期待できる。逆に、トレーニングを
しないと８割程度のアイドリング状態で取り組むこととなり、最大
能力を発揮することができない。また、脳の回転速度を上げるト
レーニングを継続すると、脳に様々な可塑的変化が起こり、能力
自体が向上するのも先に述べたとおりである。目の前にある課題
に対し、最大のパフォーマンスを発揮し能力を向上させたいので
あれば、脳の回転速度を上げるウォーミングアップを継続的に行
うことがポイントとなる。
この作業の代表例としては単純な計算問題などだが、新聞の

早読みでもよい。やはり１～2分で十分なので、新聞の社説などを
早読み、許される環境ならば音読すると効果的だろう。読めない
漢字や読み間違えなどは気にせず、とにかく早く読むことが重要
である。

②新しい発想が必要なときは散歩
脳には新しい発想をつくるネットワークが存在する。デフォ

ルトモードネットワーク（以下、「DMN」）と呼ばれるものだが、 

新
型

コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

脳
の

活
性

化



11　RMFOCUS Vol.80 〈2022 Winter〉

このＤＭＮは集中すると逆に働きが鈍るという性質を持ってい
る。パソコンに向かって座っているときには、いくら頭をひねって
も思い浮かばなかったことが、仕事とは無関係なことをしている
ときに、“パッとひらめいた”という経験もあるだろう。ＤＭＮはむし
ろ、“ぼーっ”としているときの方が活性化しやすい。
日常生活の中で、この状態をつくり出す簡単な方法は散歩であ

る。外をぼんやりとただ歩いている状態ではＤＭＮが活性化して、
新たなアイデアが生まれやすい状態の脳となる。仕事をしていて
疲れを感じたときには、意識して散歩に出かけると良い発想が得
られるかもしれない。その際、少し速足で歩くと有酸素運動にも
なり両得だ。

③感情を抑制するための瞑想
様々な業務シーンでは顧客からのクレームなど予想外のトラブ

ルが発生し、自分の気持ちがかき乱されてしまうのが常である。こ
うした場合は自分の感情を抑え、コントロールすることが必要に
なるが、これには日々の鍛錬が必要だ。
鍛錬の代表的なものとしては瞑想（マインドフルネス）がある。

瞑想では自分の自律神経までコントロールすることが可能になる
ので、怒りなどの感情を自分で抑える能力を向上させることがで
きる。気分転換も兼ねた方法の一つとして、実践してほしい。

④通勤時は読書を
通勤時間を有効に活用することは、ビジネスマンとしての能力

を高めていくチャンスである。効果的な方法として文庫本などの
読書がある。読書で語彙を増やせることもあるが、それ以上に脳
の活性化が期待できる。筆者たちの検証実験でも図４のように前
頭前野が活性化し、結果的に創造力も上がる、というデータが得
られている。

何度も言及したように、現時点ではWEBコミュニケーションに
は限界があり、できるだけ避けるべきということを認識しつつ、工
夫しながら脳にとってベターな状態をつくり出していくようにして
ほしい。ただ、どのような場面であっても、最適な状態の脳をつく
り出すために大敵なモノがある。コロナ禍とは無関係に脳科学者
の一人として非常に危惧しているのは、スマートフォン（以下、「ス
マホ」）の存在である。

３ 割り込み情報は脳の活動を阻害する

スマホは気分転換したい時など、リラクゼーションの方法とな
りえることは否定しない。しかし、一方で、電源が入っているだけ
で集中力がそがれて業務効率が2～3割落ちることが実験で明白
になっている（次頁図５）。このため、集中したい業務であればあ
るほど、スマホの電源をオフにして業務に臨む必要性が大きい。

⑴割り込み情報をシャットアウト

ビジネスシーンでは社内外からの連絡にすぐに対応できるよ
う、スマホをオンにしたままで業務を行っている人が大半だろう。
ところが、その電源を切っておけるかどうかで、つまりSNS通知さ
えもシャットアウトできるかどうかで、ビジネス効率に大きな差が
生じる。

【図4】読書時とスマートフォン使用時の前頭前野の活動　 （出典：執筆者提供）

（赤い部分は活動が活発になっていることを、青い部分は活動が
沈静化していることを示している）　

音読をしている

読書をしているとき

スマホを使っているとき

YouTubeを見ている

もく読をしている

メールを書いている
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同様に、パソコンでの作業時にはメール受信時など画面上
に割り込み情報が入る状況を避けるべきである。常に表示する 
設定にしていると、割り込みの都度気が散って仕事への集中力が
落ちてしまうからである。電話やメールの対応も重要な業務の一
環だが、即座に対応しなければならない状況がどれほどあるだろ
うか。
これを防ぐためには、メーラーの受信設定を１時間に１回程度と

したり、スマホによる電話対応は一定時間ごとに行うこととして、
本来の課題に集中できる環境を工夫することが、業務効率を下
げない大きなポイントとなる。これを実行できるかどうかで、将来
の自分に大きな差がつくと筆者は確信している。

⑵デジタルは脳を疲れさせる

脳を鍛え業務効率を上げる方法の一つとして通勤時の読書
をあげたが、その際もスマホなどの電子媒体は避けたい。やはり
SNS通知などで集中力がそがれるからである。また、デジタル端
末を使った場合は前頁図４のように前頭前野の反応が薄く、結
果として読んだ内容が記憶としてほとんど残らないということが
判明している。スマホゲームにおいては、脳の活性化どころかむし
ろ脳の老化を早めてしまうというデータさえある。その原因につ
いては解明されていないが、紙媒体とデジタル媒体とでは結果に
大きな違いがあり、脳科学の観点からはデジタル媒体を利用した
ことによるマイナス影響が非常に大きい。

 4 最後に

人間の脳は本来、対面によるコミュニケーションでしか活性化
しないようにできている。このため、どのような状況下においても、
“直接会って顔を見ながら話をする”機会をできるだけ増やしてほ
しい。
その一方で、コロナ禍という状況では、少しでも脳にとって良い

と考えられる方法を工夫するしかないのも事実である。能力を押
し下げてしまうスマホの影響を踏まえ、できるだけ電源を切って
仕事をしてほしい、というのが筆者の本音である。
これを実行できるかどうかが、ビジネスマンとしての成功を大き

く分ける分水嶺になるだろうと考えている。今日から実行してもら
いたい。

以上

同様の研究の例

①携帯が手元にあると平均で６分間しか勉強に集中で
きない（Rosen et al,Compt Hum Behav 20１3）

②携帯が着信通知で振動すると集中力が下がり、パ
フォーマンスが低下する（Thornton et al,Soc 
Psycol 20１4;Stothart et al,Psychol Hum 
Percept Perform 20１５）

【図5】スマホのSNS通知音の作業に対する悪影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （出典：執筆者提供）

注）

1)コホート研究　
疾病の要因や発症の関連などを調べるための観察的研究手法の一つ。仮説に
関連すると思われる要因を持つ集団と持たない集団を追跡、比較することで、
どのような要因が疾病や症状などと関連するかを推測する

2)脳同調
発話リズムと脳波リズムの同調。人間による2者の会話では、発話のリズムが
同調すればするほど脳波のリズムも同調し、共感が得られやすいことが分かっ
ている
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グローバルＢＣＰ／ＢＣＭの構築

要旨
▪海外に広く事業展開している日本のグローバル企業にとって、世界で起こるリスクはもはや対岸の火事ではない。 

また、ＣＯＶＩＤ-19に代表される感染症リスクや地政学リスクなど、「世界、または複数国間が同時に影響を受ける事
象」も、将来的に大きな影響をもたらす可能性は十分にあり、それらが顕在化したことによる海外拠点の事業中断など
は、自社グループの経営にも大きな影響を与えてしまう。

▪こうした状況を踏まえて、先進的な企業では「グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ（海外拠点のＢＣＭ＋企業グループ全体としての
ＢＣＭ）」の構築や見直しが進んでいる。本稿では、企業グループ全体を考慮した「グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ」構築の考
え方、ならびに策定ステップを紹介する。

▪ポイントは「管理・推進はグローバルに、策定やブラッシュアップのリードはローカルに」進めていく、グローバル本社と
海外拠点との伴走型の策定・構築である。また、ＢＣＰ／ＢＣＭは「緊急事態の経営戦略」であることから、平常時のグ
ローバル経営戦略と紐づけながら検討を進めることが重要である。

企業グループ全体を網羅する
グローバルＢＣＰ／ＢＣＭの構築

1 グローバルＢＣＰ／ＢＣＭの必要性の
高まり

⑴ＣＯＶＩＤ-19がもたらした「グローバルＢＣＰ／
ＢＣＭ」構築の機運

20１9年に最初の症例が中国で確認されて以降、ＣＯＶＩＤ-１9
は今なお私たちの生活、そして企業活動に多大なる影響を与えて
いる。
幸いなことに、日本においては、本稿を執筆している202１年１１

月末現在、感染者数が低調に推移しており、街も活気を取り戻し
つつある。企業活動においても、202１年１0月の調査では、ＣＯＶＩ
Ｄ-１9により業績へ「マイナスの影響がある」と回答した企業の割
合が、2020年4月以降最も低い水準となっており、厳しいながらも
徐々に明るい兆しがみえているといえる（図1）。
一方で、世界に目を向けると、イギリスやロシア、韓国などで感

染が急激に再拡大しているほか、新変異株である「オミクロン
株」が世界各地で確認されるなど、今なおＣＯＶＩＤ-１9の脅威に 

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部 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  　　　　　　　　　矢

や の

野 喬
た か し

士

【図1】新型コロナウイルス新規陽性者数と業績にマイナスを見込む割合
（出典：株式会社帝国データバンク「新型コロナウイルス感染症に対する企業の
意識調査（2021年10月）」）



RMFOCUS Vol.80 〈2022 Winter〉　14

企業グループ全体を網羅する
グローバルＢＣＰ／ＢＣＭの構築

グローバルＢＣＰ／ＢＣＭの構築

さらされている。日本政府も202１年１１月29日に水際対策を強化す
るなど、日本においても「第６波」に備えて再び警戒すべき段階に
来ているともいえる。
景気停滞や少子高齢化などに伴う国内市場の縮小を受けて、

多くの日本企業が海外市場に目を向けて、海外事業の拡大やＭ
＆Ａなどにより世界各地に海外拠点を増やしているため、世界で
起こるリスクはもはや対岸の火事ではない。ある単一の国で起き
る自然災害や内乱・テロ等はもとより、今回のような感染症リスク
や、今特に注目されている地政学リスク、人権リスクといった「世
界、または複数国間が同時に影響を受ける事象」が、将来的に大
きな影響をもたらす可能性は十分にあり、それらが顕在化したこ
とによる海外拠点の事業中断などは、自社の経営にも大きな影響
を与えてしまう。その為、グローバルに事業を展開する企業にお
いては、こうしたグローバルな事業中断などに備えるためにも、自
社単独の事業継続計画（以下、「ＢＣＰ」）／事業継続マネジメント

（以下、「ＢＣＭ」）だけではなく、自社のグローバル経営を考慮し
た「グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ」の構築が必須であるといえる（な
お、「グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ」は、「海外拠点のＢＣＰ／ＢＣＭ」
と、「企業グループ全体のＢＣＰ／ＢＣＭ」の二つの意味合いが
あるが、グローバルに事業を展開する企業にとっては、いずれの 
ＢＣＰ／ＢＣＭも必要であると考える）。

【図2】海外事業所／海外現地法人におけるＢＣＰ策定の必要性
（出典：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の第9回事業継続マネジメント（ＢＣＭ）に
関する日本企業の実態調査結果を基に筆者作成）

【図3】海外事業所／海外現地法人におけるＢＣＰ策定の必要性（経年推移）
（出典：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の第7回～第9回事業継続マネジメント（ＢＣＭ）に
関する日本企業の実態調査結果を基に筆者作成）

【図4】海外事業所／海外現地法人におけるＢＣＰ策定の実態
（出典：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の第9回事業継続マネジメント（ＢＣＭ）に
関する日本企業の実態調査結果を基に筆者作成）

【図5】海外事業所／海外現地法人におけるＢＣＰ策定の実態（経年推移）
（出典：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の第8回、第9回事業継続マネジメント（ＢＣＭ）に関
する日本企業の実態調査結果を基に筆者作成）

⑵グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ取組の実態

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が202１年６月に国内上場企業向
けに実施した調査によると、「グローバルＢＣＰの策定が必要」と
考える企業は８4.9％と、ほとんどの上場企業がその必要性を実感
しているといえる（図2）。過去の調査結果と比較しても、「必要」と
考える企業の割合が徐々に増えており、「必要ない」と考える企業
は６～7ポイントほど減っていることから、グローバルＢＣＰの必要
性はここ数年でより高まっていることが分かる（図3）。
それでは、グローバルＢＣＰの策定の実態はどうか。先述の調

査によると、海外に拠点を有する企業のうち、「海外拠点では全
くＢＣＰを策定していない」企業が43.８％を占めるなど、グロー
バルＢＣＰに関する企業の考えとその実態に、大きなギャップが
あることが分かる（図4）。一方で、策定の実態を経年で見てみる
と、「海外拠点では全くＢＣＰを策定していない」企業の割合は、
3年前と比較すると１2.4ポイント減少していることから、グロー
バルＢＣＰは確実に企業に浸透してきていることが見て取れる 
（図5）。普及の背景として、ＣＯＶＩＤ-１9が要因の一つであると考
えられるが、グローバルリスクについて感度の高い企業は、いち早
くグローバルＢＣＰの必要性を認識して、日本国内で進めてきた
ＢＣＰをグローバルに展開する取り組みに着手してきていること

■必要である　■必要はない　■無回答　　　　　　　　　　　　n=179
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から、今後、「グローバルでの事業継続力」が、他社との差別化と
して、企業のレジリエンスや将来性、競争力を評価する一つの指
標になりえると考えられる。
なお、これらに挙げた調査結果は「海外拠点でのＢＣＰ」を対象

としていることにご留意いただきたい。先述した「企業グループ全
体」を考慮したグローバルＢＣＰの策定については、図6で示す総
合商社A社の取り組みや、後述の外資系食品メーカーF社等の取
り組みが事例として挙げられるが、「海外拠点でのＢＣＰ」よりも
取組実績は少ないと推察される。
以上のとおり、グローバルに事業を展開する企業にとっては、

全世界的にリスクが多様化・複雑化する時代においてレジリエン
スを高め、他社との競争優位性を保ち、企業として永く存続してい
くためにも、「グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築」は必須の経営課題
であるといえる。
そこで、以下ではグローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築の考え方、およ

び策定の進め方について紹介する。

 2 グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築の考え方

グローバル本社として、自社の既存のＢＣＰ／ＢＣＭをグロー
バル化するにあたり、前提として押さえておきたい考え方を以下
に紹介する。

⑴役割分担の明確化
―プロジェクト管理と推進はグローバルに、策定
とブラッシュアップはローカルに―

グローバルＢＣＰ／ＢＣＭを構築するために、まずはグローバ
ル本社と海外拠点との役割分担を大まかにイメージすることが
重要である。
ここで望ましい考え方は、グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築プロ

ジェクトの管理と推進、支援といった全体的な事項についてはグ
ローバル本社が主導権を握り、実際の計画の落とし込みや教育・
訓練によるブラッシュアップは海外拠点にてある程度リードして
もらう、というものである。グローバル本社だけでは海外拠点の
細かい計画の落とし込みや運用まではカバーしきれない、という
側面もあるが、策定した計画の実効性を担保し、「自分事」として
ＢＣＭに取り組んでいただくためには、やはり海外拠点自らが考
え、手を動かして計画を作り、運用することが重要となる。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研のコンサルティング支援先であ

るB社では、自社で活用している「ＲＡＣＩチャート注1）」の考え方を

【図6】総合商社A社のリスクマネジメント体制とＢＣＭの取組概要（出典：A社ホームページを基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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用いて、グローバル本社と海外拠点との役割分担を明確にしてい
る。後述するグローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築ステップに則して、そ
れぞれの役割を整理した例が表1である。どこまでをグローバル
本社が行い、どこまでを海外拠点で実施するか、グローバル本社
としてどのような支援をするかなどは、後述するグローバル経営
の組織形態（後述図１4と表3）や事業継続戦略の方向性などを勘
案して検討いただきたい。
なお、グローバル本社がプロジェクトを主導し、海外拠点が策

定・運用をリードするといっても、グローバル本社が世界各地に

点在するそれぞれの子会社・事業所をウォッチしてカバーするこ
とは難しい。そこで、自社の海外拠点の管理方式に合わせて、それ
ぞれの海外子会社・事業所などのＢＣＰ／ＢＣＭ取組の日常的な
ウォッチやフォローなどを事業部門や地域統括会社に委ねるこ
とで、より機動的な推進体制を構築することができる（図7）。

⑵海外拠点の取り組みに「濃淡」をつける

世界各国に数多くの海外拠点を抱えるグローバル企業にとっ
ては、「すべての海外拠点に、高いレベルでのＢＣＰを策定させる」
ことは困難であり、また非効率であるといえる。
もちろん、すべての海外拠点が自社にとっては重要ではあるも

のの、グローバルＢＣＰ／ＢＣＭを効率よく構築するためには、あ
る程度の優先順位を定めて、取り組みに「濃淡」をつけることが
重要である（表2）。例えば、先述の総合商社A社では、国内外で
１,700社ほどの連結事業会社を有しているが、その中でも利益水
準や成長性などの事業戦略上の位置付け、ならびに社会的責任
などの観点から、約８0社を「ＢＣＭ重要事業会社」として絞り込
み、重点的にＢＣＭ整備を行っているという。
優先度が高い海外拠点についてはしっかりとグローバル 

ＢＣＰ／ＢＣＭを構築して、優先度を低くした海外拠点について
は、企業として、自社グループとして最低限押さえておきたいポイ
ント（人命最優先、緊急時体制構築、グローバル本社への連絡な
ど）のみを整理してもらう、などの進め方が効果的である。

ＢＣＭ構築ステップ グローバル
本社 地域統括 各拠点

①基本方針の設定 R／A I I
②ＢＣＭ推進体制の構築（ＢＣＭ推進担

当窓口の設置等） C R／A Ｉ

③ＢＩＡ：事業影響度分析 R R／A R
④リスクの評価 R R／A R
⑤初動対応の決定 C R／A R
⑥事業継続戦略の構築 R／A R R
⑦事前対策等の検討と決定／予算確

保／対策実行等 C R／A R

⑧ＢＣＭに関する従業員教育 C R／A R
⑨ＢＣＭに関する訓練 C R／A R
⑩見直し・改善 C R／A R

【表1】ＲＡＣＩチャートに基づく役割整理（例）

【図7】海外子会社の管理方式注2）に則したＢＣＭ推進アプローチ（例）
（出典：みずほ情報総研㈱「成長戦略に応じた海外子会社管理の方式」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

優先順位付けの観点 概要 検討例

自社の経営戦略や事業特性
／ステークホルダーの観点

自社の経営戦略や事業特性上、事業中断した場
合にステークホルダーに多大な影響をもたらす海
外拠点を優先する

◦売り上げや収益が大きい海外拠点
◦社会的責任として継続しなければならない海外拠点
◦上記海外拠点に部材等を提供する海外子会社　等

事業中断リスクの発生確率や
影響度の観点

事業中断リスクの発生確率が高い、または影響
が甚大な地域にある海外拠点を優先する

◦洪水・高潮リスクが高いタイ・フィリピン、地震リスクが高い台湾に
拠点を置く海外子会社　等

当該国の法令や規制の観点 当該国の法令や各種規制などにより、ＢＣＰ策定
が求められる地域にある海外拠点を優先する

◦マレーシアの電子マネーに関する新規制案では、電子マネー発行
者の「ＢＣＰ等による事業継続の確保」が盛り込まれている　等

【表2】海外拠点の優先順位付けの観点（例）

グローバルＢＣＰ／ＢＣＭの構築
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⑶海外拠点の負荷を可能な限り軽減させる
―伴走型による取り組み―

ＢＣＰに関するスキル・ノウハウが不足している海外拠点にとっ
て、ＢＣＰを一から作り始めることは相当な負荷である。上述し
たように、実効性を担保する為には、海外拠点が「自分事」として 
ＢＣＰ／ＢＣＭに取り組むことが重要であるが、グローバル本社
としては、海外拠点の負荷を少しでも軽減させる取り組みが必要
となる。

海外拠点の負荷を軽減させる取り組みとして、多くの企業が採
用している考え方は以下のとおりである。

①ガイドラインを作成し、海外拠点はガイドラインに沿ってＢＣＰ
を策定する

②ＢＣＰにおける重要事項を示して、既存の文書類にて網羅でき
るものはそのまま既存文書類を活用する

③グローバル本社で雛形やツールなどを示し、海外拠点は穴埋
めやチェック等を行って完成させる（この手法については、ＲＭ
ＦＯＣＵＳ第５６号（20１６年１月）を参照いただきたい）

いずれにしても、海外拠点に対しては、ＢＣＰ／ＢＣＭ構築にお
ける「最重要事項」と「取り組みを推奨する事項」などを示すこと

を推奨する。
なお、こうしたガイドラインや雛形、ツールだけを渡してあとは

お任せ、ではなく、伴走型で一緒にＢＣＰを作り上げることが重要
である。例えば、大手総合商社C社では、3年ほどの時間をかけて、
ＢＣＰ策定対象とした海外１00社（国内６0社）に対して、現地に足
を運んで一緒になってＢＣＰを策定している。策定のリードはロー
カルにするとはいえ、こうした伴走型の支援体制を構築すること
も、グローバル本社の役割の一つといえよう。

 

3 グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築ステップ
　
以下では、企業グループ全体の事業継続力を向上させ、実効性

を担保するためのグローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築ステップを紹介
する。
海外だからといって特別な手法を用いるわけではなく、あくまで

既存のＢＣＰ／ＢＣＭの構築手法を踏襲すれば良く（図8）、また、
先述したとおり、「最重要事項」を示すことがポイントであるため、
以下で紹介するステップも、グローバル展開をする上での「最重要
事項」に焦点を絞っている。自社でグローバルＢＣＰ／ＢＣＭガイ
ドラインを作成する場合も、図8に掲げる事項を盛り込むと良い。

【図8】事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の各プロセス　　　　　　　　　　　　　　　  （出典：内閣府「事業継続ガイドライン（令和3年4月）」）
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⑴方針の策定

ここでは、「海外拠点の現状の理解」、「基本方針の策定」、 
「ＢＣＭ実施体制の構築」が重要なポイントとなる。

①海外拠点の現状の理解
グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築にあたり、まずは自社グループ

としての事業継続力の現状を理解する必要がある。具体的には、
事業部門または地域統括会社向けのヒアリング、もしくは海外拠
点へのアンケートなどを通じて、海外拠点のＢＣＰ／ＢＣＭ取組
の実態（ＢＣＰ策定状況、既存文書類の確認と実効性の精査、教
育・訓練状況等）を把握するというものである。

②基本方針の策定
グローバル本社が、自社グループ全体として、なぜ事業継続を

果たさなければならないのか、どのような観点で事業継続に取り
組むべきかを方針として定めるものである。そして、その目的・方
針に関連して、ＢＣＭの対象となる事業の種類や海外拠点の範囲

（優先すべき海外拠点）なども明らかにする。

③ＢＣＭ実施体制の構築
先述のとおり、グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築には、海外拠点

自身も積極的に関与する必要があるため、対象とする海外拠点に
ついてはＢＣＭ担当部署の設置、もしくはＢＣＭ担当者の選出が
求められる。

⑵事業影響度分析

ここでは、事業影響度分析を通じて、「重要業務を特定」し、「目
標復旧時間（ＲＴＯ）と目標復旧レベル（ＲＬＯ）を決定」し、「ボト
ルネックを特定」することが求められる。ここは、国内で事業影響
度分析を行う場合と同一のプロセスである為、自社で行っている

事業影響度分析の手順をガイドライン化・フォーマット化して、海
外拠点に展開することが望ましい注3）。

⑶リスク分析・評価

ここでは、「ＢＣＭ対象リスクの選定」、「海外拠点のリスク分析」
が重要なポイントとなる。

①ＢＣＭ対象リスクの選定
グローバル本社として、ＢＣＰ／ＢＣＭになじみがない海外拠

点に対して、「何がＢＣＭ対象リスクになるのか」を示しておかな
いと、海外拠点が見当違いの対策・戦略を構築してしまう可能性
がある。
あくまで企業の経営資源が毀損し、事業中断を余儀なくされる

ような事象を「ＢＣＭ対象リスク」として、海外拠点に示す必要が
ある。

②海外拠点のリスク分析
ＢＣＭ対象リスクを特定した後は、海外拠点を取り巻く環境等

について分析し、「憂慮すべきＢＣＭ対象リスク」を特定する。
「リスクマッピング」という手法を用いて、それぞれの海外拠点
のリスクを発生頻度・影響度の観点から可視化することが有効で
あるが、国・地域によっては、日本ほどハザードマップが整備され
ていないケースが多く、また、明確に発生頻度や影響度を算出で
きないリスクもある。
ここで重要なことは、精緻な定量的分析を求めるのではなく、

過去に事業中断が発生したかどうかといった観点や、各種調査
機関や専門団体、保険会社などが発行するリスクレポート等に基
づき、網羅的かつ俯瞰（ふかん）的にリスクを分析することである 
（図9）。なお、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、海外拠点におけ
る１2の自然災害リスクを、自然災害データベースを用いて分析し
てクライアントに提供するサービスを展開している（次頁図１0）。

【図9】戦争・内乱のリスクマップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：マーシュジャパン㈱「ポリティカルリスクマップ2021」）
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⑷インシデント対応の整備

「人命安全」や「会社資産の保護」といった、リスク顕在化の初
期段階において企業が対応すべき事項を指す。
この点については、既に海外拠点においても整備されている

ケースが多い。以下の3点について既存文書類でしっかりと整備
されているかを確認してもらい、整備されていない場合は、グロー
バル本社が取組事例やフォーマットを提供する等、適宜支援しな
がら整備することとなる。

①特定した「憂慮すべきＢＣＭ対象リスク」発生時の「人命を守る
手順」「会社資産を保護する手順」が整備されているか（リスク
によってこれらの手順は変わる為、「憂慮すべきＢＣＭ対象リス
ク」が複数ある場合は、それぞれで手順を整備することが望ま
しい）

②対策本部体制が構築されているか／権限代行者が決められて
いるか

③情報の収集および共有手順が定められているか

特に、「企業グループ全体のＢＣＰ／ＢＣＭ」を構築する上で
は、情報の収集および共有手順の整備が欠かせない。最終的に
グローバル本社に情報が集約されるようなラインを定めた上で、
「どのような情報を」「どのタイミングで」欲しいかを、グローバル
本社が示すことが重要である。

⑸事業継続戦略・対策の構築

この項目については、次の章で説明する。

⑹教育・訓練の実施

ＢＣＰを策定した海外拠点に対する教育・訓練について、最終
的なゴールとしては、海外拠点側が自走で教育・訓練を実施して、
グローバル本社がその結果や課題等を把握・管理して適宜支援
を行う、という枠組みが理想ではあるが、ＢＣＰを導入したばかり
の海外拠点にとっては相当にハードルが高い。そのため、当面の
間はグローバル本社が支援を行いながら、伴走型で教育・訓練を
行うことが望ましい。
先に紹介した大手総合商社C社では、初動対応訓練やＢＣＰ

訓練について、実際に現地に足を運んで演習を実施しているとい
う。一方で、本社の人員だけではマンパワーに限界があるため、
ニュースレターの作成などを通じて、国内外で「ＢＣＭのＰＤＣＡ
を回すことのできる人材」の育成に力を入れている。
このように、グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ導入当初は伴走型で教

育・訓練を進めながら、海外拠点の「ＢＣＭ人材」の育成に努め、
徐々に自走型にシフトする流れが望ましいであろう。

⑺見直し・改善

導入したＢＣＰ／ＢＣＭの見直し・改善については、日ごろより
拠点ベースにてＰＤＣＡサイクルを回しながら、定期的に（例えば
年１回）グローバル本社にて監査を行う、という流れが望ましい。
監査項目（チェックポイント）については、各社オリジナルでも構

わないが、海外拠点との共通言語として「ＩＳＯ2230１」を活用する
のも一つの方法である（次頁図１１）。大手金融機関D社や、大手製
造業E社においては、「ＩＳＯ2230１」のエッセンスを抽出して、自社
のセルフチェックに活かしている。両社の事例は国内に限られて
いるが、こうした取り組みはグローバルＢＣＰ／ＢＣＭの見直し・
改善にも非常に参考になるであろう。

 

【図10】ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研提供サービス「海外拠点リスク診断」のアウトプットサンプル　　　　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

〈色の凡例〉「白色（リスクなし、もしくは小さい）→クリーム色→黄色→明るい橙色→濃い橙色→赤色（リスクが大きい）」の順にリスクの度合いを見える化
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4 企業グループ全体を考慮した
グローバル事業継続戦略

先の章では、グローバルＢＣＰ／ＢＣＭの構築ステップを紹介
したが、「海外拠点のＢＣＰ／ＢＣＭ」を構築済みの企業にとって
は、既に取り組んでいる事項も多いだろう。ここでは、そこからの
ステップアップとして、企業グループ全体を考慮した「グローバル
事業継続戦略」について紹介する。
グローバル事業継続戦略構築のためのアプローチは以下の二

つである。

①＜海外拠点のＢＣＰ／ＢＣＭ構築＞　
「経営資源（リソース）」の観点から、ローカルでの事業継続戦
略・対策を考える

②＜企業グループ全体のＢＣＰ／ＢＣＭ構築＞
グローバル経営戦略の観点から、グローバル本社が主導と
なって「グローバル事業継続戦略」を構築する

⑴ローカルでの事業継続戦略構築

既に取り組んでいる企業が多いと思われるが、海外拠点にお
ける事業継続戦略・対策の構築で重要なことは、「発生リスク事
象」で戦略を考えるのではなく、「経営資源（リソース）の毀損」で 

考えるという点である。
特に、後ほど紹介する企業グループ全体でのグローバルＢＣＰ

／ＢＣＭ構築を目指す場合、拠点によって対象とするリスクはバ
ラバラであるため、「発生リスク事象」を対象とした事業継続戦略
では、グループとしての統制（後述する代替や支援など）が取りに
くい。「経営資源（リソース）」の切り口から、それらが使用不能に
なった場合に「その場で何をするか（応急対策／早期復旧戦略）」、
「別の場所・方法等で対応ができるか（代替戦略）」、「中長期的
な対策があるか（事前対策）」の観点で事業継続戦略・対策を検
討することが重要である（次頁図１2、図13）。

⑵企業グループ全体でのグローバル事業継続戦略
構築

平時からのグローバルネットワークを活かして、緊急事態にお
いて企業グループ全体として事業継続にあたる「グローバル事業
継続戦略」を構築する。そのポイントは、平時のグローバル経営
戦略に紐づけた、グローバルでの「代替」や「支援」である。
代表的な事例として、大手外資系食品メーカーのF社の取

り組みが挙げられる。当該企業の日本法人が立てている事業
継続戦略では、「自社で生産ができなくなった場合は類似する 
マーケットエリア（他国）で作ってもらう」という、「国単位」「マー
ケット単位」で代替を考えている。先述の代替戦略に分類される 

【図11】ＩＳＯ22301:2019の構成　　　　　　　　　　　  （出典：中島一郎他「事業継続マネジメントシステム要求事項の解説」を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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が、よりグローバルに、より俯瞰（ふかん）的に見て事業継続戦略
を構築していることが見て取れる。
また、先程紹介した大手総合商社C社では、今後のＢＣＰの課

題として「同一事業の拠点間連携」を挙げている。国内における 
有事の相互支援は構築しているが、それをグローバルに展開（あ
る事業について中国・アメリカ・メキシコの3カ国で相互支援）する
ことを検討しているという。
こうしたグローバル事業継続戦略を構築する為には、グロー

バルＢＣＰ／ＢＣＭの推進・管理の担い手であるグローバル本社
が、企業グループ全体としての事業構造を十分に理解し、リードし
ていく必要がある。
また、事業継続戦略は「緊急事態における経営戦略」でもある

ことから、平時のグローバル経営戦略にも紐づけながら検討いた
だきたい注4）。
参考となる切り口として、グローバル企業の組織形態の代表

的な考え方である「バートレットとゴシャールの4類型」がある 
（図１4、次頁表3）。この4類型から見ると、例えば「マルチナショナ
ル組織」のような、グローバル統合度が低くローカルマーケット

【図12】「経営資源（リソース）」を切り口とした事業継続戦略の考え方　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図13】「ヒト」を切り口とした事業継続戦略の考え方（例）　　　　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図14】バートレットとゴシャールのI-R（Integration-Responsiveness）フレームワーク
（出典：入山章栄・日置圭介「【グローバル経営現論】異質を取り込む“ポスト”PMIの
視点」）
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（出典：パドルデザインカンパニー㈱のHP、森川智之『グローバル経営と管理会計（2015）』等を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

組織の類型 組織の特徴
【グローバル型組織】

グローバル型組織に属する経営モデルは、世界の市場を単一で
あると見て、経営資源と権限を本社に集中させる。そのため、海
外子会社の権限は極めて制限される。結果、グローバル統合度
が高く、ローカル適応度が低いタイプとなり、各国市場に標準化
された商品を展開していく。集中的大量生産で規模の経済によ
るスケールメリットを生み出し、コスト優位性から新市場への販売
チャネル獲得を狙う

【インターナショナル型組織】

インターナショナル型組織に属する経営モデルは、グローバル型
組織とマルチナショナル型組織の中間に位置付けられるタイプ
で、グローバル型組織よりは海外資源や意思決定権を海外子会
社に委任するが、重要な経営資源と意思決定権は親会社に集中
される。技術重視に徹し、知識と専門的能力を後進地域に移転・
共有し適応させることで、売り上げ向上とコスト削減を図りシェア
の獲得を図る。また、グローバル規模で学習を繰り返すことで、常
に改善を図る

【マルチナショナル型組織】

マルチナショナル型組織に属する経営モデルは、各国・地域ごと
に市場やニーズに対応すべく、各国・地域の子会社が独立的に事
業を行う。結果、グローバル統合度が低く、ローカル適応度が高
いタイプとなり、各国市場の違いに対応した事業・商品を展開し
ていく。分権的に経営される強力な現地子会社の集合体として
運営され、各国ごとに優位性を追求する戦略で市場シェア獲得を
狙う

【トランスナショナル型組織】

トランスナショナル型組織に属する経営モデルは、グローバル統
合の効率性とローカル適応の競争優位性の両立を目指し、各子
会社に独自の専門的能力が構築されるよう経営資源が分配さ
れ、自立化を進めていく。親会社と子会社、さらに子会社間での
双方的な連携が計られ、親会社はそれら取り組みの調整や統制
を図る

【表3】4類型のイメージ図と特徴
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グローバルＢＣＰ／ＢＣＭの構築
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る必要があることに留意いただきたい

4）大滝（2016）によると、経営学の多くのモデルがそうであるように、後述のバート
レットとゴシャールのグローバル化の形態モデルにも様々な批判がある。現実
の企業に当てはめようとすると、4つのどれかにぴったりと当てはまらないとい
う指摘である。製造や流通、マーケティング、営業等の各種機能が異なる象限に
位置する、または同じ会社内でもビジネスユニットによって異なる形態をとって
いるケースもある。しかし、当該モデルを全否定している学者は例外的少数であ
ることから、グローバル事業継続戦略を考える一つの切り口として紹介する

の適応度が高い戦略をとっている企業の場合は、先述したよう
な「グローバルな代替戦略」は取りにくいかもしれない。一方で、
「インターナショナル組織」の場合は、重要な経営資源や意思
決定権はグローバル本社が握っているため、グローバル本社が 
中心となった「支援戦略」を講じやすいと考えられる。「グローバ
ル組織」の場合は、海外拠点間による自律的な代替・相互支援な
どは発生しにくいため、グローバル本社が中心となって有事の際
に対応にあたる必要があるといえる。
この枠組みに基づくと、「グローバルな代替戦略」「グローバル

な支援戦略」は、「トランスナショナル組織」の戦略を取っている
企業が、一番効力が発揮しやすいと考えられる（先述のF社も、こ
の分類に属している）。

5 今後に向けて

グローバルな事業中断などに備えることを目的として、グロー
バルＢＣＰ／ＢＣＭ構築の考え方と構築ステップを紹介したが、
グローバルＢＣＰ／ＢＣＭ構築がもたらす効果はそれだけではな
い。海外拠点のビジネス・機能をあらためて可視化できるほか、海
外拠点とのコミュニケーションの活性化、海外拠点の経営層・従
業員のリスク意識の向上、ひいては自社の平常時のグローバル経
営戦略の見直し・改善・再構築にもつながるであろう。
言語や文化が違う拠点と意識・目線を合わせて、一つのものを

作り上げることは容易ではない。すべてをグローバル本社で対応
する、もしくはローカル任せにするのではなく、しっかりと役割を
明確にした上で、グローバル本社と海外拠点が伴走しながら、企
業グループ全体としての実効性のあるグローバルＢＣＰ／ＢＣＭ
を構築いただきたい。

 以上
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要旨
▪昨今の豪雨災害など全国的に自然災害が頻発化、激甚化している。そのような状況を踏まえ、国土交通省では、2020

年7月6日に「運輸防災マネジメント指針」を策定、公表した。
▪本指針は、運輸事業者の自然災害への状況に応じた的確で柔軟な対応力の強化を図り、自然災害への対応について

輸送の安全を図ることを目的としている。
▪対象となる事業者は「運輸安全マネジメント制度」と同様であるが、特に地域交通・物流を担う地域の中堅中小の運輸

事業者を重視している。
▪本稿では、「運輸防災マネジメント指針」が公表されてから2021年上期までの動向と、その動向に応じた取り組みの 

ポイントを解説する。

運輸防災マネジメント指針の
動向について

１ はじめに

2020年7月６日に「運輸防災マネジメント指針」1）が策定、公表さ
れて以降、国土交通省は普及に関して様々な取り組みを展開して
いる。
本稿では運輸防災マネジメント指針の策定の背景と普及に関

する最新情報を整理するとともに、運輸防災マネジメント指針を
運輸事業者で実践するにあたってのポイントを解説したい。
 

２ 運輸防災マネジメント指針とは

⑴策定の背景

近年、自然災害が頻発化、激甚化している。風水災について
は、20１８年7月の西日本豪雨、20１9年9月の台風１５号、同年１0月の 

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第二部 運輸総合リスクマネジメントグループ
グループ長　　　　　　　　　　　　　　　　　谷

た に や ま

山 真
し ん す け

介

台風１9号、そして九州地方を中心とする令和2年7月豪雨など、毎
年各地に甚大な被害を与えている。地震についても20１８年9月の
北海道胆振東部地震、20１9年６月の山形県沖地震など最大震度
６強以上の地震が相次いで発生している。今後は首都直下型地
震や南海トラフ地震などの巨大災害の発生も懸念される。
自然災害に対する防災や事業継続などの対応については、運

輸事業者のみならずすべての事業者において必要であるが、とり
わけ運輸事業者は国民生活や経済活動を支える重要なインフラ
を担っていることから、発災時においても必要物資や人員を輸送
する機能を維持することが求められる。
しかし、昨今の自然災害において、車両の退避が間に合わず

水没した事例などの安全・安定輸送に関わる課題が顕在化して
おり、自然災害発生の前後でのソフト面の対応が重要になって
いる。
災害対策基本法に基づく指定公共機関の運輸事業者は、その

責務として発災時においても運輸事業の維持が求められている
ため、実際に防災や事業継続などの対応が実践されているが、中
堅中小規模の運輸事業者はまだ途上であると考えられる。
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⑵運輸安全マネジメント制度との関係

運輸安全マネジメント制度は200６年１0月の発足以来、運輸安
全マネジメント認定セミナー注1）などを通じて大規模の運輸事業
者をはじめ中堅中小規模の運輸事業者に対しても普及が進んで
いる。運輸事業者に広く認知されている運輸安全マネジメント制
度を活用し自然災害への対応力を向上すべく、20１7年に「運輸事
業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」2）（表１）
が改訂され、「（１）経営トップの責務」、「（８）重大な事故等への対
応」に重大事故以外の自然災害、テロについて課題と認識するこ
とが明確に記載された。しかし、自然災害への対応についての解
説などの運輸事業者が参考とすべき考え方をまとめたガイダンス
が不在となっていた。運輸防災マネジメント指針は、不在となって
いたガイダンス（表2）としての位置付けである。
このガイダンスが加わったことにより、運輸事業者が従前から

取り組んでいる運輸安全マネジメントを自然災害への対応につい
ても活用できることとなった。特に以下の3点が自然災害への対
応においても活用が期待できる。

①経営トップのリーダーシップ
②事業者全体が一体となった体制の構築
③PDCAサイクルによる取り組みのスパイラルアップ

中堅中小の運輸事業者において「運輸防災マネジメント指針」
は、「運輸安全マネジメント制度」の取り組みの一環としてとらえ
る方が理解しやすいものと考える。
また、「総力戦で挑む防災・減災プロジェクトとりまとめ（2020

年7月６日）」3）の「５．交通・物流の機能確保のための事前対策」の
中の「交通運輸事業者の防災マネジメントの推進」を行うための
構成要素ともなっている。なお、「総力戦で挑む防災・減災プロ
ジェクト」は国土交通省が2020年１月に設置した「国土交通省防
災・減災対策本部」でのプロジェクトである。
 

（ 1 ）経営トップの責務
（ 2 ）安全方針
（ 3 ）安全重点施策
（ 4 ）安全統括管理者の責務
（ 5 ）要員の責任・権限
（ 6 ）情報伝達及びコミュニケーションの確保
（ 7 ）事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用
（ 8 ）重大な事故等への対応

（ 9 ）関係法令等の遵守の確保
（10）安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等
（11）内部監査
（12）マネジメントレビュー
（13）文書の作成及び管理
（14）記録の作成及び維持

【表1】「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の14項目

【表2】運輸防災マネジメント指針の構成

1．運輸防災マネジメント指針の位置付け

2．目的等

3．自然災害対応の体制
（1）安全管理体制の構築
（2）事前の「備え」

①計画的装備
②緊急連絡網の整備
③防災マニュアル
④事業継続計画の策定
⑤タイムライン

4．防災力を高める連携と情報発信
（1）様々な関係者との連携

①地方自治体との連携
②国の行政機関との連携
③事業者間連携

（2）利用者への情報発信

5．教育と訓練
（1）基本を習得する教育
（2）実践的な訓練
（3）他事例に学ぶ

6．災害予防から応急・復旧までの留意点
（1）災害の種別に応じた対応
（2）想定被害への対応
（3）平時からの準備、迅速な初動
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３ 運輸防災マネジメント指針に関する動向

⑴運輸防災マネジメントセミナーと運輸防災ワーク
ショップ

国土交通省は、202１年６月から１0月にかけて風水害や地震・津
波などの対策のポイント等を内容とした「運輸防災マネジメント
セミナー＆運輸防災ワークショップ（運輸防災マネジメント強化
キャンペーン）」を本省および地方運輸局などで開催した。2020年
度において個別開催されていた「運輸防災マネジメントセミナー」
と「運輸防災ワークショップ」が合同開催されており、運輸事業者
の利便性の向上が図られている。
「運輸防災マネジメントセミナー」では、運輸事業者の防災意
識を向上させる第一歩として運輸防災マネジメントのポイント
（図1）のうち（１）経営トップの責務、（2）安全方針と防災の基本
方針、（3）リスク評価、（4）事前の備え、（１１）教育と訓練の５点に
絞って解説されている。運輸安全マネジメント制度において最重
要項目である経営トップの責務を取り上げることで、運輸安全マ
ネジメントと同様、経営トップが防災に対し主体的に関与するこ
とが重要であることが理解できる。さらに（2）安全方針と防災の
基本方針において、運輸安全マネジメント取組における安全方針
に防災の基本方針を追加する旨が記載されており、すでに運輸
事業者で取り組んでいる運輸安全マネジメントの一環として取
り組むことがイメージできる。そのうえで（3）リスク評価、（4）事前
の備えといった防災に関する項目を解説する流れとなっている。 

（１１）教育と訓練については、「運輸防災ワークショップ」で取り上
げる関係上触れられているものと考える。
「運輸防災ワークショップ」は、本省開催と地方運輸局開催で
は実施内容が異なっている。本省開催では、地震・津波などのシ
ナリオを活用した訓練を机上で疑似体験させる。リスク評価や事
前の備えが一定進んだ運輸事業者向けの応用的な位置付けで
ある。地方運輸局開催では、防災情報の活用に必要な知識の向
上と、ハザードマップなどを活用したリスクの把握を行う基礎的
な位置付けである。地方運輸局開催において特筆すべき点は、地
方の気象台や整備局と連携し実施している点である。各地で発
生した、または発生する可能性のある自然災害に関し、気象情報
や河川情報の見方、対応について取り上げられており、地域の実
態に則したワークショップとなっている。
今後も出水期や降雪時期などに同様のセミナー、ワーク

ショップなどが開催されると考えられるので、運輸事業者は開
催情報を国土交通省のホームページ4）で確認し積極的に参加
していただきたい。

⑵認定セミナー（運輸防災）の開始

認定セミナーは、運輸安全マネジメント制度の普及・啓発を図
るため、民間機関等が実施する運輸安全マネジメントセミナー
等の中で、一定の基準を満たし、事業者の安全管理体制の構築・
強化に有効であると国土交通省が「認定」したセミナーである。こ
れまで国土交通省が「認定」したセミナーの種類としては、ガイド
ライン、リスク管理（基礎）、内部監査（基礎）、リスク管理（上級）、

【図1】運輸防災マネジメントのポイント（運輸防災マネジメントセミナー資料抜粋）
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内部監査（上級）が挙げられるが、202１年１0月より運輸防災マネ
ジメント指針を取り上げる「防災マネジメントセミナー」が認定セ
ミナーとして追加された。MS&ADインターリスク総研が実施す
る「防災マネジメントセミナー」も国土交通省より202１年１１月9日
付で運輸安全マネジメント制度の浸透・定着に有効なセミナーと
して認定されている。

⑶運輸防災マネジメント評価

まずは改めて運輸安全マネジメント評価の趣旨を確認する。運
輸安全マネジメント制度の評価は保安監査と異なり、国土交通
省は運輸事業者を指導、監督する立場ではなく、行政と運輸事業
者が一体となって輸送の安全性を向上させるための取り組みを
推進する姿勢が根底にあることを忘れてはならない。よって、評価
という用語を用いて監査とは異なるものとして整理されている。
評価においては、国土交通省の評価員が経営トップおよび安全
統括管理者、経営管理部門へのインタビュー、文書・記録類の確
認を通じ、安全管理体制の構築、改善が適切に行われているのか
について確認が行われ、さらなる安全管理体制の維持・向上に資
するための「評価」および「助言」が行われる。「助言」は継続的に
取り組む必要があると思われる事項や、工夫の余地のある事項、
さらに推進すると効果が向上すると思われる事項などについて
行われるものであり、保安監査でいう処分につながる性格ではな
く、あくまで安全性を向上させるための期待や参考意見ととらえ
て欲しい。
国土交通省は、運輸事業者の運輸防災マネジメント指針に関

する取り組みについて「運輸防災マネジメント評価」を2020年7
月から実施している。この評価は運輸防災マネジメント指針に
関する評価として単体で実施するものではなく、運輸安全マネ
ジメント評価の機会に運輸防災マネジメント指針に関する取り
組みを併せて評価するものである。運輸安全マネジメント評価
の基本的な評価日程例は表3のとおりであるが、運輸防災マネ
ジメント指針に関する評価が加わったことによる評価日程の延
長はなく、従来のとおり運用されている。運輸防災マネジメント
指針に関するインタビューは的を絞って実施されていると考え
られる。

 

４ 取り組みのポイント

国土交通省の運輸防災マネジメントセミナーでも主要テーマ
として取り上げられている3項目についてポイントを解説する。

⑴安全方針と防災の基本方針

安全方針に自然災害対応を組み込むことで全社的に防災に関
する取り組みが可能となる。安全方針とは別に防災の基本方針
を定めている場合は、防災の基本方針が安全方針の重要な一部
であることを社内に周知し全社員に把握させることが重要であ
る。方針の形式は運輸事業者が自社の実情に合わせて判断する
ことで良い（図2）。

日 時間 実施内容

1日目

10:00 オープニングミーティング

10:30 トップインタビュー

13:00 安全統括管理者インタビュー

14:30 安全推進室長インタビュー

16:00 文書・記録の確認

17:00 初日終了

2日目

9:30 文書・記録の確認

10:30 評価担当者打ち合わせ

16:00 クロージングミーティング

16:30 評価修了

【表3】運輸安全マネジメント評価日程例（2日間の場合）

（出典：国土交通省「運輸安全マネジメント評価の実施イメージ（全体の流れ）」を
基にMS&ADインターリスク総研作成）

【図2】安全方針・防災の基本方針の形式
（出典：国土交通省「運輸防災マネジメントセミナー資料」を基にMS&ADインター
リスク総研作成）
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防災の基本方針は発災時に全社員の行動指針となるものであ
る。自然災害は地震、風水災など種別・規模ともに様々であるが、
それぞれの種別・規模に対して行動指針となるものが存在した
場合、全社員がその内容を詳細に記憶し、そのとおり行動をする
ことは困難と考える。作成の観点として、大規模災害は現場で運
行を行う社員のみならず、内勤者を含めて全社員、職員が直面す
るものであるため職制によらず理解しやすい内容であること、交
通事故よりも発生確率が低く直面する機会が低いことから直面
した際の対応は簡便なものとすることが重要である。

運輸安全マネジメント制度における安全方針には、「関係法令
等の遵守」、「安全最優先の原則」、「継続的改善」の三つの要素を
盛り込むことが求められているが、防災の基本方針にまず盛り込
むべき事項は「人命最優先」である。これは乗客などの利用者の
みならず、社員、職員、関係者を対象とする。次にその他の方針と
して事業や運行の継続、再開に関する要素を検討する。発災時な
どに頭と体が直ちに反応できるよう安全方針、防災の基本方針
の内容を全社員が理解し、必要な対応を社員・職員が各自で身に
着けておくことが重要である。運輸安全マネジメント制度におけ
る安全方針と同様、経営トップが事業者の意思や方向性を社内
に明確に示し理解を促し、風土・文化として定着させることが期
待される。

⑵リスク評価

自然災害のリスクを正しく評価することが防災への第一歩で
ある。
まずは、輸送モードや営業所位置、運行の形態などによって遭

遇する懸念のある自然災害の種別（地震、風水災、雪害等）と程
度についてハザードマップなどを活用して把握する。
次に、事業者や社会インフラの被害の規模や程度を想定し事

業への影響度を見積もる。具体的には、ハザードマップなどから
地盤の強さや想定浸水深、海面の高さ、崖崩れの恐れなどを確認
することや、営業所や施設の耐震基準を確認し、発生する可能性
のある被害規模、被害程度、被害額を想定し事業への影響度を
図る。当該見積もりには、地方自治体等が作成・公表しているハ
ザードマップ等を参考にすると良いとされているが、近年の自然
災害の頻発化・激甚化を受けて当該ハザードマップ等が更新され
ていることがあるため、定期的にリスク評価の参考としたハザー
ドマップ等を確認し必要があれば評価・見直しを行うことが重要
である。また、事業者の「被害」は「人的被害」と「物的被害」に分け
ることで次の対策が検討しやすくなる。被害想定の種類について
は表4にまとめたので参照いただきたい。この段階で行う被害想
定の見積もりを細かくしすぎると、それぞれの被害想定に対して
計画を詳細に作成することとなるため注意が必要である。被害の

程度を、表5のように運行に与える影響で例えて、対応計画の進
捗を図るとよい。

⑶事前の備え

事故防止は毎日の安全輸送における「日常」の活動であるのに
対し、自然災害への対応は「非日常」の活動である。平時から「防
災」を経営課題として認識し事業者全体が対応策を検討、実践し
ていくことが重要であり、その「備え」が不可欠である。
事前の備えは、「計画的準備」、「緊急連絡網」、「防災マニュア

ル」、「事業継続計画」、「タイムライン」の５項目が該当する。

①計画的準備
防災品、燃料、食料の備蓄、避難施設の準備、宿泊場所の確

保、非常電源の配備等を計画的に実施することが必要である。リ
スク評価による最大被害を基に、「確実に必要なもの」や「大まか
に決めておくもの」を検討することが重要である。

②緊急連絡網
緊急連絡網の連絡先は常時最新のものとし、大規模災害では

携帯電話などの通信網が機能不全に陥る可能性があるため複数
の通信連絡手段を持つことが必要である。また、通信機器用の予
備バッテリーや、電子媒体が使用できない場合に備え、紙媒体で
緊急連絡網を備えることも重要である。

【表4】自然災害の被害想定の種類

【表5】被害の程度の考え方例（運行に与える影響で考えた場合）

種類 内容

人的被害 旅客、運行・運航要員、管理要員、その他の社員・職員

物的被害

自社の輸送用機器（車両、船舶、機材）

輸送用設備（駅、軌道、営業所、燃料、電源、資機材）

情報（ネットワーク、サーバー）

社会インフラの
被害 道路、港湾、空港、電力、ガス、上下水道、通信

被害程度 運行に与える影響

壊滅的 運行中断を余儀なくされる

甚大 50%程度

軽微 10%未満
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注）

1）運輸安全マネジメント制度の普及・啓発を図るため、民間機関等が実施する運
輸安全マネジメントセミナー等の中で、一定の基準を満たし、事業者の安全管
理体制の構築・強化に有効であると国土交通省が「認定」したセミナー

③防災マニュアル
防災マニュアルの作成は社員の役割確認や防災意識の向上に

有効である。全社員に開示される防災マニュアルは、突発的な事
象に対応できるよう、詳細化は避けて行動規範のような実践的
で簡潔な内容とすることが求められる。

④事業継続計画
東日本大震災を発端として地震に関する事業継続計画を策定

した運輸事業者が一定存在しているが、他の自然災害種別への
対応はどうであろうか。リスク評価で洗い出した遭遇する懸念の
ある自然災害の種別にも対応できる事業継続計画の策定を検討
いただきたい。

⑤タイムライン
台風や大雪のように気象予報などから発生がある程度予測

可能なものについて、発生予測時刻から逆算し、「いつ」、「誰が」、
「どのように」、「何をするのか」について、時系列で実施主体と
行動を整理することで計画的な対応が可能となる。「いつ」の目
安として、大雨特別警報や暴風特別警報などの特別警報発表
の見込みなどの情報や、台風の接近、上陸見込み日時などの情
報を活用することが有効である。緊急対策本部要員の待機命令
や参集、利用者や荷主への段階的な通知、リスクの高い路線の
一時運休、全面運休、計画運休などの時系列を整理しておくこ
とを推奨する。

　５ おわりに

自然災害は社会全体へ大きな影響をもたらす。運輸事業者に
おいても例外ではなく、「自社は大丈夫だろう」との楽観主義を捨
て、「自社も被災する」との前提で、まずは本稿で紹介した取り組
みのポイントから実践いただきたい。

以上

 

運輸防災マネジメント指針
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上場企業のリスクマネジメント

要旨
▪企業の持続可能性を脅かす様々なリスクの顕在化や、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードなど外

部からの要求により、企業のリスクマネジメントの重要性および高度化の必要性が高まっている。
▪ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が実施した上場企業のリスクマネジメント実態調査からは、リスクマネジメントを高度

化する上で、既存の体制やリスクアセスメントの取り組み、社内の関係各部との連携状況などに課題があることがわ
かった。

上場企業における
リスクマネジメントの現況と課題

自然災害の激甚化、人権保護取組要請の高まり、新型コロナウ
イルス感染症の影響長期化などにより、企業の持続可能性（サス
テナビリティ）を脅かす様々なリスクが顕在化している昨今にお
いて、リスクマネジメントの重要性はますます高まっている。また、
20１9年１月に改正された「企業内容等の開示に関する内閣府令」
（以下、「改正内閣府令」）や、202１年６月に改訂されたコーポレー
トガバナンス・コードにおいても、企業のリスクマネジメントの実
効性向上が求められている。しかしながら、既存のリスクマネジメ
ントの取り組みに課題があり、適切に対応することが難しいと感
じている企業が増えている。
そのような背景から、この度、上場企業を対象とした「企業のリ

スクマネジメント体制整備状況調査」を実施し、上場企業のリス
クマネジメントの現況およびそこから推察されるリスクマネジメン
トを高度化する上での課題について、平素のコンサルティングで
の知見を踏まえ分析を行った。

～実態調査結果を踏まえて～

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 統合リスクマネジメントグループ
上席コンサルタント  　　　　　　　　　加

か と う

藤 壮
そ う

１ 調査概要

⑴調査方法
郵送によるアンケート調査

⑵調査時期
202１年８月～9月

⑶調査対象
調査時期時点での上場企業　3,５0１社

⑷有効回答数
30８件（およそ８.7％）
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 2 主な調査結果と調査結果を踏まえた考察
 

⑴リスクマネジメントの遂行体制

図１のとおり、リスクマネジメントを主管している部署は、総
務部署または法務・コンプライアンス部署（双方を兼務している
場合も含める）が約５６％と半数以上を占めた。経営企画部署は
23.１％（経営企画・総務・法務を兼務している場合は、経営企画と
してカウント）、リスクマネジメントを専門とする独立部署が主管
している企業は８.５％であった。
どの部署が主管しているかによって、管理対象とするリスク

の範囲に偏りが生じている場合がある。例えば、総務系の場合
は「事故・災害系のリスク」、法務・コンプライアンス系は「各種
法対応のリスク」に偏る傾向がある。また、全社的な取り組みを 

志向した場合に、当該部署の業務分掌がネックとなり会社全体
への水平展開やトップダウンによる取り組みが推進しにくくなっ
ているケースも見受けられる。
企業によって組織体制上の事情は様々ではあるが、全社的なリ

スクマネジメントの展開やサステナビリティ関連リスクへの対応
などリスクマネジメントの高度化を図るために、リスクマネジメン
ト主管部署が適切か、当該部署の職務分掌や機能の観点で全社
を巻き込んだ取り組みの旗振りが可能か検証し、必要に応じて
見直すことが推奨される。

⑵リスクマネジメント主管部署の役割および経営の
関わり方

リスクマネジメント主管部署の役割として、図２のとおり、おお
むね7割程度の企業でリスクマネジメントの基本的な取り組み 

注）図1の凡例は以下の要領で集計している

・「経営企画部署」・・・経営企画を選択した企業すべて

・「総務部署+法務部署」・・・経営企画を選択せず、総務と法務の両方

　 （含、他の選択肢）を選択した企業

・「総務部署」・・・総務を選択し、経営企画・法務を選択していない企業

・「法務部署」・・・法務を選択し、経営企画・総務を選択していない企業

・それ以外は、単一選択した企業

【図１】リスクマネジメント主管部署

【図２】リスクマネジメント主管部署の役割
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（リスクの洗い出し・分析、重要なリスクの抽出、リスク対策展開、 
モニタリング）を主導・関与していることがうかがわれた。しかしな
がら、逆に3割の企業においてはその主導・関与の範囲が限定的
であるといえる。
主導・関与が限定的となっている要因としては、主管部署の役

割の不明確さ、マンパワーや能力の不足が考えられる。リスクマ
ネジメントを高度化する上で、リスクマネジメント主管部署に求め
られる役割を今一度見直し、必要なリソースを投入することが推
奨される。
一方、全社的なリスクマネジメントを展開するためには、これ

らの活動内容が、リスクマネジメントについて審議する会議体や

取締役会に報告され、経営トップが適切に認識し関与している 
ことも重要なポイントとなる。図３のとおり、リスクマネジメントの
会議体においては、多くの企業でリスクマネジメントの基本的な
取り組みについて報告・審議されている状況がうかがえた。一方、
「リスク対策の有効性」についての審議まで踏み込めている企業
は4割程度にとどまった。リスクマネジメントは、限られた経営リ
ソースを適切に配分し効果的にリスク低減を行うことが目的の一
つであるが、その目的を果たすために「リスク対策の有効性」につ
いて審議することは重要であろう。
また、図４のとおり、５～６割の企業が「会社にとって重要なリス

ク」および「リスクマネジメントの活動状況」について取締役会へ

上場企業のリスクマネジメント

【図３】リスクマネジメントの会議体における審議事項

【図４】リスクマネジメントに関する取締役会への報告事項
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報告を行っているものの、その他の項目については半数以下の企
業が報告していないという結果となった。また、「リスクマネジメン
ト全体の体制や仕組み上の課題」を報告している企業は3割程度
にとどまった。会社法やコーポレートガバナンス・コードを踏まえ
れば取締役会はリスクマネジメントの有効性を評価する役割・責
任を負っているが、そのための情報が十分伝達できていない可能
性がある。
リスクマネジメント主管部署が適切に役割を果たし、リスクマ

ネジメントの会議体で必要な事項が審議され、取締役会へ報告
される流れを確立することは、コーポレートガバナンス・コードや
改正内閣府令に対応する上で重要なポイントとなる。

⑶リスクアセスメント活動

図５のとおり、リスクアセスメントの目的を単に各部署での
重要なリスクを選出するためだけではなく、自社およびグループ
として対処すべき重要なリスクを選出することとしている企業
が６割を超えた。リスクアセスメントをグループ全体に広げると 

ともに、グループとして対処すべきリスクを明確にするための活
動とすることは、全社的リスクマネジメントを志向する上で不可
欠である。
また、4割の企業では有価証券報告書の「事業等のリスク」に記

載する内容の補完も念頭に置いていることがうかがえる。改正内
閣府令においては、「自社が重要と認識しているリスクおよびその
発生可能性や影響の程度についての認識まで詳しく記載するこ
と」が求められているため、リスクアセスメントの活動が適切に実
施され、その結果がIR部門と共有できていることは、適切なリス
ク関連情報の開示のためにも重要である。
また、図６のとおり、６割程度の企業がリスク一覧に基づき網羅

的にリスクを検証していることがわかった。「ブランクフォームを
配布し、回答者が思いつくリスクを洗い出す方法」をリスクアセス
メント手法に採用している場合、短期的な部門目線でのリスクし
か洗い出されず、全社的に重要なリスク、サステナビリティに影響
を与えるリスクに目が向けられにくい。リスクマネジメントの高度
化のためには、自社として認識すべきリスクの一覧を整備し、その
一覧をベースにした網羅的な検証を行う手法がより推奨される。

【図５】リスクアセスメントの目的

【図６】リスクアセスメントの手法
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上場企業のリスクマネジメント

一方、図７では、リスクの重要度を評価する際に、大半の企業
が影響度・発生可能性を考慮しているものの、その他の情報を考
慮している企業はさほど多くないという結果が得られた。
社内へのリスクアンケートによって導き出される影響度と発生

可能性の評価結果は、“社員のリスク認識の状況の表れ”であり、
正確なリスクの大きさを表しているとは言い難い。対策の準備・
浸透状況やステークホルダーからの要請の状況、中長期の経営
目標の達成を阻害しうるかどうかなど、複数の視点でリスクの
重要度を評価することも重要である。改正内閣府令においても、
そのリスクを重要と認識した根拠をわかりやすく示すことが求め
られている。
リスクアセスメントの目的や手法（調査方式や評価指標）が 

リスクマネジメントの高度化のボトルネックとなっているケースも
考えられるため、現状のリスクアセスメントの目的を適切に設定
し、その目的に合わせて手法を見直すことが推奨される。

⑷情報開示

コーポレートガバナンス・コードや改正内閣府令の主旨を踏ま
えると、企業はリスクやリスクマネジメントに関する情報を、投資
家をはじめとしたステークホルダーに対し、適切に開示すべきで
ある。しかしながら、図８からは企業のホームページ、統合報告
書、有価証券報告書におけるリスク関連情報の開示項目は総じ
て少ないことがうかがえる。

【図７】リスクの重要度評価の際の考慮事項

【図８】自社ホームページ、統合報告書、有価証券報告書などを通じて開示しているリスクマネジメントに関する情報
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ステークホルダーからの情報開示の要求を適切に満たすため
には、それを裏打ちするリスクマネジメントの仕組みと活動実態
があることが前提にはなるが、この開示の前提を認識したうえで、
IR部門とリスクマネジメント主管部署が適切に連携・関与し開示
する情報の幅を広げていくことが望まれる。

⑸サステナビリティ上の重要課題との連携

202１年６月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードにおい
て、企業はサステナビリティ上の課題についてその機会とリスク
を適切に認識し対処することが求められている。
その中での重要なトピックスが、サステナビリティ上の重要課

題＝「マテリアリティ」および気候変動に関わるリスクへの対応で
ある。
図９のとおり、会社規模によってはマテリアリティの選定自体

がまだ進んでいないことがうかがわれる。TCFDに基づく情報開
示も同様で、図１0のとおり、会社規模によって開示の状況に差が
みられる。

一方、次頁図１１、図１2の結果からは、マテリアリティは特定して
いる、TCFDに基づく分析は進めているという企業において、その
リスク面の分析が十分でなかったり、リスクマネジメント部署が
関与せずに全く別の取り組みとして展開されている企業がそれぞ
れ６割以上になることがわかった。
マテリアリティやTCFDのリスク面の分析や対応が不十分と

なってしまっている理由としては、リスクマネジメント主管部署
と、マテリアリティやTCFD分析を進めている部署が異り、両者
が適切に連携できていない、または連携の必要性を認識してい
ないことが考えられる。マテリアリティやTCFDの分析の目的
が単に「統合レポートに載せるため」、「プライム市場入りするた
め」というようなものに留まってしまわないためには、全社的な 
リスクマネジメントの枠組みの中でリスクを見出し、見出された
リスクを管理していくことが重要である。それぞれの所管部署が
適切に連携して取り組んでいけるよう、社内の体制・役割の見直
しが推奨される。

 

【図９】マテリアリティの選定（売上規模別）

【図10】TCFDに基づく情報開示の状況（売上規模別）
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上場企業のリスクマネジメント

３ リスクマネジメント高度化のポイント

以上の調査結果とそれを踏まえた考察から、企業のリスクマネ
ジメントを高度化する上での対応のヒントとしては以下が挙げら
れる。

◦全社的なリスクマネジメントへ展開させるためのリスク主管部
門における役割の見直しと必要なリソースの投入、経営トップ
の適切な関与

◦短期的な部門目線でのリスクのみではなく、“サステナビリティ
に影響を与えるリスク”への考慮範囲の拡大、そのための関連
部門間の連携強化

◦リスクマネジメントの仕組みや活動実態に裏打ちされた “一貫
性・十分性のあるリスク関連情報の開示”

コーポレートガバナンス・コードや改正内閣府令の要求事項、
言い換えれば、ステークホルダーからのリスクマネジメントの取
り組みに対する要求を適切に満たすために、まずは、本調査で 

明らかになった他社の取り組み状況や対応のヒントを参考に、現
状のリスクマネジメントの取り組みの課題を棚卸のうえ、ブラッ
シュアップしていただきたい。

以上

【図11】マテリアリティに関連するリスクへの対応状況

【図12】TCFDに基づく分析の結果見出されたリスクへの対応状況
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要旨
▪ワクチン接種による効果はみられるものの、新型コロナによるパンデミックは完全に収束する見込みは低く、「ウィズコ

ロナ」は当面続くことになる。こうした時代において事業を継続していくためには、非対面でできる業務を増やすことが
求められる。

▪非対面化においては、まず、テレワークないし在宅勤務が必要になる。国際的にみて、わが国のテレワークに対する取
り組みは遅れていたが、今回のパンデミックを機にそのメリットが再認識され、一気に進む可能性がある。他方で、テレ
ワーク推進にはインフラ整備が不可欠であり、また、労務管理にも配慮する必要がある。

▪テレワークを進めていく上で、RPAをはじめとした業務自動化も大きな課題となる。また、通勤が非日常化するなか、フ
リーアドレスの再定義も含めたオフィスのあり方も見直しが必要である。さらに、業務運営が変わっていくと雇用体系
も変革を求められ、ジョブ型雇用が脚光を浴びてきている。こうしたことは、業務運営だけでなく事業自体を変革する
可能性を秘めている。

▪今回のパンデミックは、「働き方改革」をはじめとした、様々な課題を一気に解決する機会を提供してくれたともとらえ
られる。テレワーク、RPA、フリーアドレス、DX、ジョブ型雇用などはいずれも手段に過ぎず、個々のミッション・ビジョ
ン・バリューを標榜し、試行錯誤を繰返しながら、「ウィズコロナ」時代を生き抜くことが求められる。

“ウィズコロナ”下の新しい業務運営
基礎研究レポート

“ウィズコロナ”時代の到来1

⑴収束が見通せないパンデミック

20１9年末に中国で発生したといわれる新型コロナは、グロー
バルな人の移動を背景に急速に拡散した。WHOのテドロス事
務局長は2020年3月１１日、「COVID-１9がパンデミック（世界的
な大流行）に至っている」との認識を示し、各国に対し一層の対
策強化を求めた。感染は国境を越えて世界中に広まっており、
202１年１0月末時点の死亡者数は５00万人を超えている。400万
人に達した7月初めから約4カ月で１00万人増加した。ワクチン
接種は進んでも、ウイルスは変異して感染は再拡大、犠牲者も
減らない厳しい状況が突き付けられている。
わが国でも、感染者数は累計１70万人を超え、死亡者数は 

2万人近くにも上っている。感染者数はあくまでも公的な検査
で確認された数字にすぎず、無症状者などを含めた実際の数値
ははるかに多いと考えられている。また、感染の有無が分かって
いない死亡者も相当数あるとみられ、感染率や死亡率の公表
値には不確実性が極めて大きい。
恐らく、今後も相当の期間、波状的にCOVID-１9はわが国を

襲い続けるだろう。COVID-１9がもたらす経済への打撃はあま
りに大きく、財政にも明らかな限界がある。したがって、わが国
としてもCOVID-１9との共生を覚悟するしかない。このパンデ
ミックの初期のようにCOVID-１9患者をゼロにするために戦
うことと、一定の患者を容認しながら共生していくこと、どちら
も「ウィズコロナ」である。パンデミックが急速に収束する見込
みは低く、「ウィズコロナ」は当面続くことになり、「アフターコロ
ナ」または「ポストコロナ」はまだまだ先のことであろう。

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　　 　　　　　　遠
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⑵非対面化・非接触化・自動化・無人化

こうした「ウィズコロナ」時代において事業を継続していくた
めには、企業は様々な対応を迫られる。まず、企業にとっては、
役職員や顧客が感染症に罹らないよう、安全および安心を確
保することが必要となる。そのためには、役職員や顧客との対
面、役職員同士の対面をそれぞれ減らすことが求められる。 
また、感染症が拡大する状況であっても、企業としては業務を
継続することが必要となる。そのためには、業務を可能なかぎり
非対面でおこなうことが求められる。
このように「職員や顧客の安全・安心を確保しつつ、業務継続

する」ためには、既存の業務を非対面化・非接触化・自動化・無
人化していくことが必要となる。たとえば、保険業界や金融業界
についていえば、具体的に、以下のような施策が考えられる。

①セキュアに、「テレワーク」ができる環境を広く整備する
こと

②顧客への営業活動や面談を「非対面」でもおこなえるよ
うにすること

③代理店での直接計上やインターネットバンキングなどの
「オンライン化」を進めること
④ペーパーレス化やハンコレス化により、「接触」の機会を
減らすこと

こうした施策は、今回のパンデミック発生を受けて、人との対
面をできるだけ減らすという観点からその必要性が強く意識さ
れているものであるが、決して目新しいものではない。いずれも、
これまで「業務改革」や「働き方改革」の枠組みにおいて議論し
てきた施策であり、今般を契機にその実現を加速させる必要性
がより強く認識されたものととらえられる。

勤務形態の改革（テレワーク）2

⑴必要性と現状の乖離

非対面化および非接触化が求められる「ウィズコロナ」時代
では、まず、テレワークないし在宅勤務が必要になる。しかしな
がら、わが国では、「柔軟な働き方がニューノーマルになる」と考
える人の割合は約８0%と高い一方で、「柔軟な働き方を導入す
る企業」の割合は32%に過ぎないとされている（図1）。つまり、
人々が考えるところと実態の間に乖離が生じているということ
である。
こうした乖離自体は、事実として驚くべきことではないかも

しれない。「コロナ禍が生じる前、テレワークは必ずしも必須
のものではなかった」ということは、だれもが共通して抱く感覚 

ではないか。あまつさえ、こうした乖離が諸外国に比べ、わが国
において著しく大きい。

⑵テレワークの定着状況

わが国では、2020年春に出された緊急事態宣言を機に在宅
勤務を一気に進めた。202１年の7～８月は五輪開催時期に新型
コロナ感染が急拡大し、緊急事態宣言下で五輪を開催すると
いう異例の事態となった。ワクチン接種への努力義務や飲食店
への時短・休業の要請に注目が集まるなか、企業においても出
社抑制が進むかと思われたが、正社員のテレワーク実施率（全
国平均）が27.５%と過去調査結果とほぼ変わらなかった上に、
2020年4月に発令された１回目の緊急事態宣言時と比べると若
干減少していた（202１年7月30日～８月１日のインターネットによ
る調査、次頁図2）。
また、東京五輪開催時期の混雑緩和を目的に、政府と東京都

が中心となって20１7年から進めてきた「テレワーク・デイズ」も
同時期に実施されたものの、認知率・推奨率ともに極めて低く、
実効性は低かった。こうした結果から、業態や設備などの問題
で出社を減らすことができなかったという事情もあろうが、今回
のような異例の状況下であっても、企業側も働く個人側も出社
を控えることによって「人流」を減らそうという意識は必ずしも
高くなかったといえるだろう。
結局、現時点での状況は働き方を根底から見直したという訳

ではなく、従来のBCP(Business Continuity Plan、事業継続
計画)を拡大適用している程度にとどまっていると評さざるを得
ない。
他方で、今回のパンデミックはそれ以前の課題を顕在化させ

たともいわれている。たとえば、テレワークなどは、ICT環境や 

【図1】「柔軟な働き方の導入」で出遅れているわが国
（出典：IWGサービスジャパン社 2019年調査）
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セキュリティ対策をはじめとしたIT対応だけでなく、労務管理や
業務管理、人事考課制度などの整備をする必要がある。わが国
の大手や外資企業などは、従来、こうした態勢を構築しており、
今回のパンデミックにも比較的、円滑に対応することができた
ものと思われる（図2とは調査主体や実施時期などは異なるが
（202１年６月１日～9日）、図3参照）。

DXをはじめとした経営課題も同様にかねて認識されていた
ものであり、今回のパンデミックは、各社が一気に従来課題の
解決を進める契機となる可能性がある。

⑶テレワークのメリット

①導入の阻害要因
AI技術の登場などICTの進化スピードは、ここ数年で一層早

くなってきている。しかし、わが国企業の体質は、数十年前から
ほとんど変わらなかった。企業にとっては、多額の費用や大きな
社内リソースを使ってまで、大勢の従業員がテレワークをおこ
なうメリットが少ないと思われており、従業員としては、「相手の 

気持ちが察しにくい」、「仕事をさぼっていると思われないか」な
どの不安を抱いていた（図4）。

【図2】正社員のテレワーク実施率（全国平均）の推移
（出典：パーソル総合研究所「第五回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」）

【図3】「新型コロナウイルス」感染拡大防止策としての在宅勤務・リモートワーク実施有無
（出典：東京商工リサーチ「第16回『新型コロナウイルスに関するアンケート』調査」）

（資本金1億円以上 1,637社）

新型コロナ以降に

実施したが、現在

は取りやめた

245社

14.97%

新型コロナ以降、

一度も実施して

いない

260社

15.88%

現在、

実施している

1,132社

69.15%

（資本金1億円未満 9,191社）

新型コロナ以降に

実施したが、現在

は取りやめた

1,693社
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現在、

実施している

3,018社

32.84%

新型コロナ以降、
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いない

4,480社

48.74%

【図4】なぜテレワークが増えないのか?
（出典：(株)テレワークマネジメント代表取締役 田澤由利氏講演資料）



基礎研究レポート　

“ウィズコロナ”下の新しい業務運営

RMFOCUS Vol.80 〈2022 Winter〉　40

②導入のメリット
今回のパンデミック騒動で多数の役職員がテレワークを強い

られたことで、環境整備やノウハウ習得ができ、そのメリットに
も気づくことになった。厚生労働省が20１4年に実施した企業ア
ンケートによると、テレワークには「企業ブランドないしイメー
ジの向上」や「顧客との連携強化および従業員の連携強化」の
ほか、図5のような効果がある。
また、従業員アンケートでも生産性向上や育児との両立など

の効果を認める結果が出ている（図6）。
上記アンケート結果は、パンデミック以前に実施されたも

のであり、ウイルス感染リスクの軽減といった回答はない。
それでも、企業には、費用と労力を掛けてでもテレワーク導入
のメリットがあることが明らかになっている。また、自宅で仕事
をするためには、自己管理能力を求められる。オフィスで机を 

並べていると何かと上司や同僚にお伺いを立てる傾向がある
職場であったとしても、テレワークによって自己判断ができるよ
うになるのであれば、大きなメリットがあると評せる。

⑷テレワークにおける労務管理

企業にとって、テレワークの導入・運用には様々な課題があ
る。しかも、今回のパンデミックでは、多くの従業員が急きょ、テ
レワークを強いられたので、対応が後手に回ってしまっている
企業は少なくないと思われる。労働時間の管理、長時間労働問
題、休憩時間の取り扱い、人事考課、従業員のテレワーク環境
構築費用や通信費、健康管理、労災認定など、労務管理に関わ
る問題は多岐にわたるが、以下、見過ごされがちな問題につい
て述べる。

①IT環境
ITに詳しくない社員が、テレワークを初めて自宅でおこなう

場合には不安があるはずである。渡されたマニュアルどおりに
設定しても、自宅の通信環境は千差万別であり、うまく接続で
きないこともあり得る。同僚に尋ねても、解決しないこともある
だろう。企業がテレワークをおこなう従業員に対して、どこまで
サポートするかで業務の生産性は大きく変わる。テレワーカー
に対するサポート窓口は、拡充が必要となる。
テレワークを導入する企業が意外に気づかない点は、家庭内

のネットワーク帯域である。一戸建てで光ファイバーを引いてい
るから大丈夫と安心できない。たとえば、同じWi-Fi経由で家族
が動画を視ていたため、オンライン会議の映像や音声が途切れ
てしまうことがある。
企業によっては、テレワーカーに業務用PCとして、シンク

ライアント端末やVDI（Virtual Desktop Infrastructure、 
【図5】企業にとってのテレワークの効果

（出典：厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」）

【図6】従業員にとってのテレワークの効果　　　　　　（出典：平成27年度 テレワークモデル実証事業 テレワーク活用 好事例集）
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デスクトップ環境を仮想化してサーバー上に集約する）方式の
ような映像転送タイプのPCを渡す場合もある。この場合である
と、オンライン会議をしていなくとも、ネットワーク帯域を大きく
消費することがあるため、注意が必要となる。

②コミュニケーション
従業員のテレワーク環境は多様であり 、家族がいる場合

でも、仕事用としての個室があれば大きな問題は少ないだろ
うが、個室がないと子どもなどに仕事の邪魔をされて、仕事
に集中できないという意見が少なからずある。こうした物理
的な課題のほか、精神面でも留意しなければならないことが
ある。

ａ）（とりわけ、独身ないし単身の場合は孤立感が深まる
ことが多いため）不安を抱えたり、モチベーションが下
がったりするリスクが増える。

ｂ）上司は、部下が本当に仕事をしているだろうか、心配に
なる。部下は、上司が自分の仕事を本当に評価してくれ
るのか、不安に思う。

ｃ）（たとえば、新入社員や転入者にとって）業務や庶務的
な事項などについて、ちょっとしたことを尋ねる、また
は、確認することが困難になり、業務が滞って心理的な
負担が増す。

オフィスでは、同僚と雑談したり、一緒に食事を摂るなどした
りすることで、気分転換や息抜きができた。しかし、自宅では、オ
ンとオフをうまく切替えられない従業員もいる。このように、テ
レワーク環境は、今までのオフィスでの職場環境と大きく異な
るので、新しい労務管理が必要となる。こうした課題の解決方
法は企業の事情や社風によって、それぞれ異なるだろう。しか
し、少なくとも、業務管理に必要なITツール類を導入しているは
ずであり、テレワーカーはこうした機器やツールの持つコミュニ
ケーション機能を活用できる。
テレワークは従業員の孤立感を深め、ストレスを高じる恐れ

がともなうことから、たとえば、同僚や上司との雑談が推奨され
る。これまでは、出社すれば、同僚などと気楽に話せたのである
が、在宅では黙々と仕事をするほかない。仕事でのアイディア
は、日常の何気ない雑談から生まれることも少なくない。企業に
よって、オンライン会議上に「雑談用会議室」を設けたり、昼食
会を設定したりするところもある。
また、オンライン会議を常時オンにして、複数の同僚たちが働

いている様子を画面に映しながら作業することで安心すること
もある。ただし、これを監視に使ってしまっては、従業員の精神
面に関しては逆効果となる可能性が高く、運営方法には注意が
必要である。

⑸テレワーク環境整備での課題

テレワーク環境を構成する要素は、チャットやオンライン会
議などのコミュニケーションツール類とファイル共有機能程度
であるとの認識があるかもしれない。しかし、このパンデミック
で急きょ、テレワークを活用する社員が増えた企業は様々なト
ラブルに見舞われた。従業員数が少なければ、急ごしらえの情
報インフラである程度凌げるかもしれない。しかし、在宅勤務の
対象数が数百を超えてくると十分な事前準備をしていないか
ぎり、まず、社内ネットワークへの入り口がパンクしたり、ソフト
ウェアライセンスが不足したりする。以下、快適なテレワーク環
境を構築する際に留意する点を述べる。

①クラウド移行の推進
業務システムやファイルサービスなどを社内からクラウドに

移行することで、セキュリティや利便性を大幅に向上できる。

②ペーパーレス化の断行
紙の書類が残っているようではテレワークが徹底できないの

で、すべての書類を電子化する。

③ハンコからの脱却
法的な制約はほぼなくなっており、押印のために出社するな

どの無駄をなくすべく、ハンコ文化から脱却する。

④業務自動化への加速
RPAなどを活用して、可能なかぎりルーティンを自動化して

業務の生産性を向上させる。

なお、RPA導入で大切なことは、業務プロセスの客観視と可
視化、作業効率向上の意識付けを徹底することである。本来
は、企業内にどのような業務プロセスがあるか、どう分岐ないし
連携しているか、承認や決裁などの業務はどこに存在している
か、おのおのの例外処理は何か、といった一切を洗い出す。その
上で、その業務は本当に不可欠であるか、を検討する。それを
踏まえて、RPAによって、どのプロセスを自動化するのかを検討
する。
つまり、業務効率の手法を現場に根付かせることから始め

るべきである。そうすることによって、属人的な業務がなくな
り、担当者が異動になってもRPAの継続的な運用が可能と
なる。
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職場環境の改革（フリーアドレス）3

⑴オフィスでの新しい働き方とオフィスツールの
変化

最初の緊急事態宣言が明けると、オフィスの機能回復のため
に、飛沫防止用のアクリルパネルや消毒液といった衛生用品の
設置など、感染症対策のための備品の設置からオフィスの見直
しが始まった。一方で、ソーシャルディスタンスの確保は、座席
配置やテレワークを併用した出社率の設定など、運用も含めて
対策をとる必要があるが、固定席運用では難しい面が浮き彫り
になった。
たとえば、オフィスが固定席の場合、特定の部門の出社率が

上がるとソーシャルディスタンスの確保が難しくなる。片や出
社率の低い部門では空席が目立ち、座席の無駄を感じること
になる。
こうした背景から、固定席からフリーアドレスへ、検討に入る

企業が増えてきた。また、テレワークでノートパソコンが普及し
たことも、フリーアドレス導入の追い風になっている。
オフィスのツール面では、フリーアドレスでは自席に荷物を置

く場所がないため「抽斗・ワゴンのないデスク」や、不特定多数
との接触が避けられる「パーソナル収納」など、フリーアドレスに
最適なオフィスツールを導入すると運用もスムーズである。さら
にキャスター付きのデスクに変更すれば、今後の情勢変化、
たとえば新たな感染拡大の波がきたとしても、すぐに座席を
間引けるなど、柔軟にレイアウト変更できるメリットがある。
いずれにしても、固定席からフリーアドレスという新しい働き

方を取り入れる際は、導入した目的を明確にし、運用ルールと
あわせて社員への理解を高めることが必要となる。

⑵フリーアドレス運用の変化

「ウィズコロナ」時代のフリーアドレス運用は、これまでと何
が違うのだろうか。フリーアドレスのメリットは、全社員分の席
を用意しなくてもよく、テレワークとの併用に適している点であ
る。デメリットは、COVID-１9の感染が確認された場合、感染者
と濃厚接触者のトレーサビリティの確保が、固定席と比べて難
しくなる点があげられる。
そのため、「ウィズコロナ」時代でのフリーアドレス運用では、

着席後は１日同じ席を利用するルールや着席記録を取るなど
の運用で補完していく必要がある。運用面では、部門やグルー
プ別に特定エリアで運用する”グループアドレス”も一考に値す
る。誰がどのエリアに座っていたかが把握しやすくなる上、同じ
グループで固まって座っているため、上司・部下のコミュニケー
ションも促進されやすい。

⑶フリーアドレスの今後

テレワークないし在宅勤務が日常化し、さらに、ワーケーショ
ン（リゾート地や地方など、普段の職場とは異なる場所で働き
ながら休暇を取得するなどの仕組み）が広まっていくとしたら、
そもそも、オフィスそのものが不要になってしまうのではない
か。この点については、様々な考え方や感じ方があるだろう。た
とえば、「省スペース化」を主たる目的とするのであれば、オフィ
スは縮小傾向に向かう。他方で、「コラボレーションの促進」や
「コミュニケーションパフォーマンスが高くなる」といったメ
リットに目を向ければ、同じ時間を同じ空間で過ごすことの大
切さが見直されることになるかもしれない。疑似的なワーケー
ションを実現するべく、事務機器に囲まれた環境ではなく、（先
進的なIT企業にみられるように）喫茶店のような雰囲気やふん
だんに植栽を取り入れた空間を用意する必要があるかもしれ
ない。
すなわち、フリーアドレスは過渡的な態勢になる可能性も否

定できない。従業員が異空間で業務に携わることになるテレ
ワークないしワーケーションを念頭に、引続き、新たなオフィス
のあり方を探っていくことが求められよう。

雇用形態の改革（ジョブ型雇用）4

⑴導入の背景

今般、職務内容を明確に定義してもっぱらその成果で処遇す
る雇用制度である「ジョブ型雇用」が注目されているが、その背
景には主として以下の4つがあるといわれている。

①部下に対する評価
テレワークによって、従業員の働きぶりを評価することが困

難となっている。職務を限定しないことを前提としている「メン
バーシップ型」は、個人の職務遂行能力を把握するために物理
的な接点が減ると評価が難しくなる。「ジョブ型」ではあらかじ
め定められた職務に対して成果を出しているか否かで判断する
ため、遠隔でも部下の評価が比較的容易になる。

②人件費の最適配置
従来の年功序列型賃金体系では、従業員の生み出す「賃金

当たり生産性」と「勤続年数」の関係は、おおむね「勤続年数」
の増加にしたがって賃金が生産性を上回る過大支払の状態と
なる一方、若年期は将来もらえるはずの過大な賃金をインセン
ティブに低賃金に甘んじることになる。こうした賃金と生産性
のバランスを調整するためにも、「ジョブ型雇用」が期待されて
いる。
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③グローバル化への対応
わが国以外の企業では、原則として「ジョブ型雇用」で成り

立っている。そのため、海外現地法人とわが国本社の人事制度
を統合しようとした場合、わが国だけが運用している「メンバー
シップ型雇用」が障害となっている。

④ダイバーシティ
女性活躍や介護問題、副業ないし複業など、多様な働き方を

認めるなかで「メンバーシップ型雇用」だけでは対処しきれない
例が増えてきた。さらに、少子高齢化がますます進むなかで高
付加価値な業務に関わる人手不足が深刻となることが予想さ
れることを勘案すると、職務限定や時間限定、副業ないし複業
などの何かしらの制約を持った働き方をするとき「ジョブ型雇
用」を部分的に導入することが期待されている。

⑵理想から描く働き方

「ジョブ型雇用」イノベーションを生み出す組織を作るには、
まずは「イノベーションを生み出す自社の理想の姿」を描き、そ
こから逆算して望ましい働き方をデザインしていくことになる。
すなわち、どこを「メンバーシップ型雇用」で維持し、どこを「ジョ
ブ型雇用」とするのかが明確になる。
「ジョブ型雇用」を導入しようとしている大企業の多くは、「メ

ンバーシップ型雇用」と「ジョブ型雇用」をハイブリッドさせた
形で運用していくことになるのではないか。外資企業と長年提
携してきた経緯から、同様の構造となっている例もある。すなわ
ち、グローバル経営に携わり、世界戦略的な商品を開発する部
署は所属する従業員の国際色も豊かであり、「ジョブ型雇用」
に近い形態となる一方、わが国内の製造拠点は伝統的な「メン
バーシップ型雇用」で運用されている。
また、中小企業ではかぎられた人財で、何でもやってほしいと

いうニーズから、ほとんどの従業員が「メンバーシップ型雇用」と
なる事態も予想される。その際は、イノベーションの源泉を経営

者や役員層が担う。反対に、スタートアップ企業では全従業員
にイノベーションを指向させるために、欧米のように「ジョブ型
雇用」のみで運用する事例も出てくるだろう。
重要なことは、「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」とい

う、分かりやすい二元論に囚われないことである。その上で、自
社の目指すべき方向性を明確にし、最適な組織と働き方を設定
することが求められる。「ジョブ型雇用」は目指すべきものでは
なく、結果として出てくるものである（図7）。

災い転じて福となす、
新たな業務運営の実現へ5

今回のパンデミックは、ほとんどの人にとって予想不能であっ
たことは間違いない。そして、雇用やIT投資をはじめとした多く
の経営課題が浮き彫りになった。しかし、こうした課題は、この
パンデミック前から、もっといえば、１990年代から認識されてい
たものであり、個々には取り組まれてきたものでもあった。
顧みると、戦後の焼け野原から復興を目指したわが国には、

欧米、とりわけ米国という目指すべき姿が見えていた。東西冷
戦構造という分かりやすい構図の下、わが国は画一的な目標に
向かって追いつき、追い越せと邁進した。企業は大量に新卒一
括採用をして純粋培養で均質な労働力を育て、「モーレツ社員」
とも呼ばれた従業員は滅私奉公といわれようとも、がむしゃら
に働いた。そうした流れは職場にとどまらず、家庭は職場で働く
男性たちを支え、子どもという新たな労働力を提供する場にも
なっていた。メンバーシップ型の象徴でもある終身雇用や年功
序列型賃金体系は、こうした仕組みと表裏一体であった。軽武
装・経済重点主義の政策を続けられた結果、教育をはじめとし
た社会インフラに十分な投資ができ、また、人口ボーナスの恩
恵を受けつつ、長期にわたる原油安のおかげで、高度成長期を
経たわが国は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と目されるまでに
なった。

【図7】イノベーションを生み出す自社の理想の姿　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（出典：週刊エコノミスト「視点争点」2021年1月19日）
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しかし、時代は変わった。わが国では、少子高齢化はますます
加速しており、人口ボーナスは人口オーナスに転じた。家族の
形態や家庭の役割も多様化するも平均賃金は上がらず、「失わ
れた１0年」は気が付けば「失われた30年」に、経済格差は拡大す
る一方である。国外に目を転じると、覇権を争う米中の二大国
は経済的には深く結びついており、米ソ冷戦構造とは様相を違
えている。新興国の勃興は世界経済の成長だけでなく、気候変
動にも大きな影響を与えている。
かつては、多くの均質な労働力がひとつの場に同じ時間帯に

集まって一緒に働かなければ、ほとんどの仕事はできなかった。
わが国は経済大国となり冷戦構造が終結した頃から、目標は
画一的でも絶対的でもなくなった。さらに、情報技術の革新に
よって、同じ場にいなくてもインターネットを通じて即時の意思
疎通が可能であるし、同時刻でなくともクラウド上に記録を残
しておくなどによって共同作業もできるようになった。さらに、
多様な働き方や職場外の人々と交流することによって得られ
る、斬新で柔軟な発想が求められる風潮も起こりつつある。無
論、エッセンシャルワークのように、現場に人がいなければなら
ないケースもある。しかし、そのような作業とて、第四次産業革
命たるデジタル革命によって、その大半はロボットやAIがこなす
ようになるだろう。
その意味では、COVID-１9は「働き方改革」をはじめとした、

様々な課題を一気に解決する、そうした機会を提供してくれた
ともとらえられる。
これまで述べてきた、テレワーク、RPA、フリーアドレス、

DX、ジョブ型雇用などはいずれも手段に過ぎない。個々の 

ミッション・ビジョン・バリューを標榜し、試行錯誤を繰り返しな
がら、「ウィズコロナ」時代を生き抜くことが求められる。

以上
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火災・爆発

●鉄道会社の変電所火災、２３万人に影響

１０月１０日午後１時ごろ、首都圏にある鉄道会社の交流変電施設で火
災が起きた。この火災により停電が発生し、同社の１０路線が一時運転
を見合わせた。一部は終日運休し、約２３万６,０００人に影響した。

運転を見合わせたのはいずれも在来線で、うち６路線は約１時間半
後までに運行を再開した。その後停電は解消し、一つの路線を除いて
午後８時すぎまでに運転が再開された。

機器を制御する変圧器付近で出火したといい、同社は機器のトラブ
ルが原因とみて調べている。

業務遂行上の事故

●携帯通信障害、延べ1,２90万人に影響

大手携帯通信会社で、１０月１４日に携帯電話の大規模な通信障害が
発生した。ネットワーク工事の切り替えに伴って１０月１４日夕方から約２
時間２０分にわたり音声通話やデータ通信が使えなくなり、その前後の
約２９時間にわたって回線の混雑も発生、大規模通信障害に伴って音
声通話やデータ通信がしづらくなった利用者は、１,２９０万人以上にの
ぼったと推計される。

同社は、電気通信事業法上の「重大な事故」にあたるとして、総務省
に事故発生の報告をした。

総務省によると、携帯電話をめぐる障害では、約３,０６０万人に影響し
た２０１８年の通信障害に次ぐ規模だという。

同省は、１１月２６日に行政指導を行い、この障害が電気通信事業法上
の重大な事故に該当し利用者の利益を大きく阻害したとして厳重に
注意するとともに、再発防止策の徹底や利用者への周知方法の改善
などを求めた。

●互換インク排除は独禁法違反　プリンター製造業者に賠償命令

インクジェットプリンターの設計を変えて純正品のインクカートリッ
ジしか使えないようにしたとして、互換品のカートリッジを販売する製
造販売会社などがプリンター製造業者を相手取り、約１,５００万円の賠
償を求めた訴訟の判決が１０月３０日東京地裁であった。

設計変更が独占禁止法違反（不公正な取引方法）にあたると認め、
被告のプリンター製造業者に約１５０万円の賠償を命じた。

判決によると、被告は２０１８年１２月以降に製造・販売したプリンター
について、互換品を認識しないようインクカートリッジの読み取り 

機能の設計を変更、またプリンター本体の価格を抑え、利益率の高
い純正品のインクカートリッジを継続購入してもらうことで収益を上
げていると指摘。この設計変更について「正当性はなく、市場での公
正な競争を阻害する恐れがある。不当な抱き合わせ販売だ」と判
断した。

●和歌山県・水管橋崩落・６万世帯断水

和歌山市の紀の川に架かる「水管橋」と呼ばれる送水管の一部が１０
月３日に崩落し、川の北側の約６万戸が断水した。

水管橋は七つのアーチの下を２本の水道管が通る構造で、中央部
分のアーチ一つとともに水道管が崩落。市はアーチと水道管をつなぐ

「つり材」の腐食が原因とみている。
市は崩落後、仮の送水管を設置して８日夜に送水し９日午前に対象地

域への給水を順次再開し、１０日には全域で１週間ぶりに復旧、水質検
査の結果、飲料水として使用できるようになったと発表した。

また、市は水管橋の本復旧工事を１０月中にも始め、来年５月ごろまで
の完了を目指す方針を明らかにした。約１７億円かかる見通し。計画で
は、崩落部分とその前後のアーチ計三つを新たに架け替え、残り四つは

「つり材」などの部材を補修する。

工事中・作業中の事故

●トンネル工事で崩落事故、掘削一時中断後、また崩落

岐阜県中津川市の超高速鉄道工事現場で１０月２７日に岩盤が崩落し
て作業員２人が死傷する事故が発生、全１３工区の山岳トンネル掘削工
事が一時中断した。その後、１１月１日に再開されたが、同月８日に伊那
山地トンネルの同工区及び長野県豊丘村のトンネル工区にて土砂崩
れが起き、１人が負傷した。

岐阜県中津川市の事故は、１０月２７日午後７時半ごろ、新線が走る予
定のトンネルにつながる作業用トンネル（斜坑）で発生。この日、３回目
の発破作業の数分後、火薬が残っていないかを作業員が点検中に掘
削面などが２度崩落したという。

また、長野県豊丘村の工区では、１１月８日午前８時半ごろに斜坑を掘
削し、発破用の火薬を装填していた最中、作業員の１人が異常に気付
き退避を指示。幅約６メートル、高さ約５メートルにわたって掘削面が
崩れ、退避中の５０代作業員が土砂に当たり病院へ運ばれた。

鉄道会社は、相次ぐ事故により、新線の建設に反対する団体の他、岐
阜県知事からも、原因究明と再発防止策が講じられるまでは岐阜県内
のトンネル工事を再開しないよう求められた。

そのため同社は坂島工区の工事を再度中断したが、他の工区では
工事を続けるとしている。
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●コロナ抗原検査キット1３0万個回収、部品材料に不具合

厚生労働省は１１月８日、国内化学メーカー製造の新型コロナウイル
ス抗原検査キット１３０万個が自主回収対象になったと発表した。うち
約１２０万個は、国の事業で医療機関や高齢者施設に配布したものだっ
た。使用部材の不良により、製造後時間が経過すると経年劣化で偽陽
性率が高まる可能性があるためで、配布先から苦情が相次ぎ同社が
原因を調べていた。

使用期限は１年。昨年始めた厚労省の配布事業は全体で約７８０万個
を配る予定で、うち同社製は約４８０万個。同社は厚労省の配布先リスト
に基づき交換などの対応をとる。

サイバー攻撃

●日系大手メーカーにサイバー攻撃＝影響受けたシステム停止

光学・電子機器の日系大手メーカーが１０月１９日夜、北米や中南米の
医療関連事業を統括する米子会社がサイバー攻撃を受け、データが
流出した可能性があると発表した。

米子会社のサーバーで同月１０日、マルウェア（悪意あるプログラム）
による不正アクセスを確認、サーバーを停止して被害状況を調べる 

などの対応を取ったため、北米や中南米での医療機器販売やサービ
ス提供に支障が出ている。

同社は９月にも海外法人が不正アクセスを受け、ランサムウェア 
（身代金要求型ウイルス）によるサイバー攻撃で一時システムを停止
し、欧州、中東、アフリカ地域の販売・製造に影響が出ていた。

●徳島の病院  サイバー攻撃被害に身代金拒否  新システムで再開へ

徳島県にある公立病院は、１０月３１日に電子カルテを管理するサー
バーがランサムウエアに感染したと発表した。また、１１月２６日には、個
人情報の保護と引き換えに求められていた「身代金」は支払わず、シス
テムを新しくした上で、停止していた新規患者の受け入れを翌年１月４
日に再開すると発表した。

院内のプリンターから「データは暗号化した。金を支払わないと公開
する」と英文で書かれた脅迫文が大量に印字され、犯人側は要求をの
まなければ個人情報を漏えいさせると伝えてきている。

診療や投薬などを記録する患者約８万５,０００人の電子カルテが使用
できなくなり、同病院は１０月３１日以降、新規患者の受け入れを原則停
止。入院患者らに対し、医師や本人らの記憶などを基に診療を継続し
てきた。

同病院はシステムの復旧を模索してきたが、地域医療への影響が長
期化する恐れがあるとして断念。別のサーバーを用いるなどしてシス
テムを再構築することに決めた。システムの構築などにおよそ２億円か
かるという。

なお、脅迫文のほかに連絡はなく、個人情報の流出も確認されてい
ないという。
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字 パズル版』（宝島社 2019年）
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日』（くもん出版 2019年）

•『川島隆太教授のもの忘れ・認知症を撃退する脳の体操100日ドリ
ル』（宝島社 2018年）
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•『めざすは認知症ゼロ社会！スマート・エイジング』（ミネルヴァ書房 

2018年）
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一般社団法人 日本損害保険協会（以下、「損保協会」）が、最新
の「全国交通事故多発交差点マップ」を公表しました。本マップ
は、人身事故の半数以上が発生する「交差点」および「交差点付
近」での交通事故の防止・軽減を目的として、損保協会がウェブサ
イト上で提供している無償公開データベースです。

【全国交通事故多発交差点マップ】
https://www.sonpo.or.jp/about/useful/kousaten/

最新2020年の交通事故データ（注1）を見てみると、全国の人身事
故件数自体は、警察や道路管理者など多くの方々の努力により大
幅に減少しており、10年前と比べると57.4%減少となっています
（2010年：72万5,924件　2015年：53万6,899件　2020年：30万
9,178件）。これに伴い「交差点」および「交差点付近」での事故も減
少してきてはいますが、事故全体に占める割合（注2）は、約55%とほ
ぼ横ばいとなっています（2010年：55.0%　2015年：54.2%　2020
年：56.1%）。

交差点は、単路（直線・カーブ）とは異なり、事故類型が「追突」
「左折」「右折」「右折直進」「出会い頭」と多岐にわたります。また、
形状や交通量などの特徴も交差点ごとに異なるため、自動車や二
輪車のドライバーだけでなく、横断する歩行者や自転車利用者に
も注意喚起を促す必要があります。このため、「全国交通事故多発
交差点マップ」では、全国47都道府県それぞれの事故件数ワース
ト5について、その交差点の特徴や通行状況、件数が多い事故類
型の主な要因と予防方策などをまとめています。

本マップに掲載されている事故多発交差点の情報は、地図メー
カーのカーナビデータにも採用されており、日常的に自動車を運
転するドライバーの皆様へ直接的な注意喚起も行われています。
交通事故の低減について考えていただく際のヒントや事故防止に
向けた交差点改良を検討する際の参考資料として、過去のデータ
と合わせて、ぜひ本マップをご活用ください。

（注1）データ出典:警察庁
（注2）データ出典:公益財団法人交通事故総合分析センター

お問い合わせ
一般社団法人 日本損害保険協会　業務企画部　防災・安全グループ
TEL：03-3255-1294

日本損害保険協会から「全国交通事故多発交差点マップ」の最新版が公表されました

全国交通事故多発交差点マップの概要

●人身事故の半数以上が交差点付近で発生していることに
着目し、2008年に「全国交通事故多発交差点マップ」とし
て損保協会ホームページに開設しました。一般消費者の
ほか、行政や企業関係者の方々にも広くご利用いただいて
います。
●全国の地方新聞社、各都道府県警察の協力を得て、都道
府県ごとの事故多発交差点ワースト5（人身事故件数）に
ついて、交差点の特徴や事故要因、予防方策などを紹介し
ています。
●これまで掲載した交差点は1,600箇所を超え、2021年9月
末までの累計PV数は800万回以上、新聞やテレビ等のメ
ディアで取り上げられることも多く、注目度が高いコンテン
ツです。
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順位 人身事故件数 都道府県 交差点名称

同率1位
（2か所） 22件

大阪府 法
ほ う え ん ざ か

円坂交差点

福岡県 針
は り す り

摺交差点

3位 18件 大阪府 梅
うめしんひがし

新東交差点

同率4位
（2か所） 16件

大阪府 讃
さ ん ら が わ

良川交差点

大阪府 西
に し ほ ん ま ち

本町交差点

同率6位
（3か所） 15件

大阪府 谷
た に ま ち

町9丁目交差点

大阪府 樋
ひ の ぐ ち ち ょ う

之口町交差点

福岡県 六
ろ っ ぽ ん ま つ

本松交差点

9位 14件 兵庫県 七
しちのみや

宮交差点

同率10位
（2か所） 13件

東京都 大
お お は ら

原交差点

香川県 上
か み て ん じ ん に し

天神西交差点

〈2020年（令和2年）の全国ワースト10〉
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（2010年：72万5,924件　2015年：53万6,899件　2020年：30万
9,178件）。これに伴い「交差点」および「交差点付近」での事故も減
少してきてはいますが、事故全体に占める割合（注2）は、約55%とほ
ぼ横ばいとなっています（2010年：55.0%　2015年：54.2%　2020
年：56.1%）。

交差点は、単路（直線・カーブ）とは異なり、事故類型が「追突」
「左折」「右折」「右折直進」「出会い頭」と多岐にわたります。また、
形状や交通量などの特徴も交差点ごとに異なるため、自動車や二
輪車のドライバーだけでなく、横断する歩行者や自転車利用者に
も注意喚起を促す必要があります。このため、「全国交通事故多発
交差点マップ」では、全国47都道府県それぞれの事故件数ワース
ト5について、その交差点の特徴や通行状況、件数が多い事故類
型の主な要因と予防方策などをまとめています。

本マップに掲載されている事故多発交差点の情報は、地図メー
カーのカーナビデータにも採用されており、日常的に自動車を運
転するドライバーの皆様へ直接的な注意喚起も行われています。
交通事故の低減について考えていただく際のヒントや事故防止に
向けた交差点改良を検討する際の参考資料として、過去のデータ
と合わせて、ぜひ本マップをご活用ください。

（注1）データ出典:警察庁
（注2）データ出典:公益財団法人交通事故総合分析センター

お問い合わせ
一般社団法人 日本損害保険協会　業務企画部　防災・安全グループ
TEL：03-3255-1294

日本損害保険協会から「全国交通事故多発交差点マップ」の最新版が公表されました

全国交通事故多発交差点マップの概要

●人身事故の半数以上が交差点付近で発生していることに
着目し、2008年に「全国交通事故多発交差点マップ」とし
て損保協会ホームページに開設しました。一般消費者の
ほか、行政や企業関係者の方々にも広くご利用いただいて
います。
●全国の地方新聞社、各都道府県警察の協力を得て、都道
府県ごとの事故多発交差点ワースト5（人身事故件数）に
ついて、交差点の特徴や事故要因、予防方策などを紹介し
ています。
●これまで掲載した交差点は1,600箇所を超え、2021年9月
末までの累計PV数は800万回以上、新聞やテレビ等のメ
ディアで取り上げられることも多く、注目度が高いコンテン
ツです。
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MS&ADインシュアランス グループがご提供するリスクマネジメント情報誌

レジリエントでサステナブルな社会をめざして

COP26報告
～ 危機感に突き動かされる世界と民間セクター ～

年間シリーズ

■コロナ禍によって危惧される脳への影響と
　脳の特性を理解した仕事に臨む上での工夫
■企業グループ全体を網羅するグローバルＢＣＰ／ＢＣＭの構築
■運輸防災マネジメント指針の動向について
■上場企業におけるリスクマネジメントの現況と課題
～実態調査結果を踏まえて～

基礎研究レポート基礎研究レポート

01566 7,400 2021.12（新）318

“ウィズコロナ”下の新しい業務運営

※バックナンバー
　はこちら
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