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2022年3月、ＴＮＦＤ（自然関連財務情報開示タスクフォース）は、企業や金融機関などが自然関連リスク・機会について管理・情報開示をする
ためのフレームワークの初のベータ版を発表した。このフレームワークは、企業にとって金融市場からの情報開示ニーズに対応するためにも
重要なものである。本稿では、ＴＮＦＤタスクフォースメンバーとしてフレームワーク開発に携わるＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの
原口 真に、ベータ版v0.1の内容やその特徴、企業がとるべき対応について話を聞いた。

ESG投資の流れの中で、無形資産、特に将来に価値を生み出す人的資本への注目が高まっており、企業に人的資本の情報開示を求める動き
が加速している。本稿では、自社や競合他社の人的資本の開示情報を相対化するための指標として東京大学大学院経済学研究科准教授の
大木 清弘氏が開発した「HCDI(Human capital disclosure index)」を紹介し、企業がどのような情報を開示すべきかについて解説すると
ともに、今後日本企業がどのように対応すべきかについて提言する。

コロナ禍をきっかけに社会構造や事業環境が急速に変化し、BCPも重要な事業のオペレーションの早期復旧だけではなく、その変化に応じ
て重要な事業の形態やビジネスモデルの変革を伴う戦略とセットで構築することが有効である。本稿ではこのようなBCPをBCTP（Business 
Continuity Transformation Plan）と定義のうえ、2022年3月に開催したセミナーの要旨を紹介し、BCTP構築の重要性とポイントについて
解説する。

2021年6月にHACCPに沿った衛生管理が制度化されたが、事業者からは、HACCP導入後も食中毒や異物混入などの食品事故がなくなら
ないという声が聞かれる。その要因を探ると、HACCPの7原則12手順の過程に抜け漏れや不徹底がある場合や、HACCPでは管理できない
品質やフードディフェンスの問題があることが多い。本稿では、よくあるトラブル事例をパターン別に挙げ、問題点を明らかにするとともに対
処法について解説する。

中国・上海市では新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、市全域を対象としたロックダウンが実施され、市民生活や事業活動に甚大な影
響が及んだ。多数の企業が同時かつ長期間の事業停止を強いられ、事業継続やサプライチェーンマネジメントの面で様々な支障が生じた。
本稿では、ロックダウンにより企業の事業継続にどのような影響が及んだかを振り返り、そこから得られる教訓を踏まえてＢＣＰをどう整備す
べきかについて解説する。

SDGs（持続可能な開発目標）に対する意識が高まり、温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラルを目指す動きが活発化する中、
サーキュラー・エコノミー（循環経済）の展開は国連等の後押しもあって世界的なものになりつつある。本稿では、日本およびＥＵを中心とした
諸外国におけるサーキュラー・エコノミーの現状を紹介し、今後の展望について考察する。
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要旨
▪ＴＮＦＤは2022年3月、自然関連リスク・機会について管理・情報開示するためのフレームワークの初のベータ版を公表し

た。ベータ版は、自然関連の概念・用語の定義と、自然関連情報開示に関する提言、自然関連リスク・機会を評価するため
のＬＥＡＰで構成されている。

▪TNFDの開示提言はＴＣＦＤの四つの柱にならって作成されている。一方、ＴＣＦＤと異なる推奨事項として、優先度の高い
生態系と事業活動の相互作用についてロケーションベースで評価し、開示することを盛り込んでいる。自然関連リスク・
機会が、企業の特定の場所における自然への依存・影響によって生じるとの認識からである。

▪ロケーションベースの評価の「ハウツー」ガイダンスとしてＬＥＡＰが提案されている。その最初のフェーズとして、企業のバ
リューチェーンを通じた事業活動と接点を持っている生態系およびその重要性を整理したうえで、優先地域を特定するこ
とが重要となる。

▪企業の自然環境・生物多様性保全を自然関連リスクの低減・機会の拡大につなげるには、バリューチェーンとの関連があ
り、保全の優先度の高い場所で取り組むことが効果的である。

▪将来的な開示に向けて、まずは限定的な範囲でも、ＬＥＡＰに沿った自然関連リスク・機会の評価を試行的に実施すること
が期待される。

ＴＮＦＤフレームワーク ベータ版を踏まえて
企業が取るべき対応

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

1．ＴＮＦＤフレームワーク初の
ベータ版の発表

2022年3月15日、ＴＮＦＤ（Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosures；自然関連財務情報開示タスクフォー
ス）は、企業や金融機関などが自然関連リスク・機会について管
理・情報開示をするためのフレームワークの初のベータ版1）を
発表した。

世界経済フォーラム2）によれば、世界のGDPの半分以上であ
る44兆米ドルの経済価値の創出が、高度または中程度に自然

【ＴＮＦＤタスクフォースメンバー】
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
サステナビリティ推進室 ＴＮＦＤ専任ＳＶＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　原

は ら ぐ ち

口 真
まこと

（左）
【聞き手】
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部
リスクマネジメント第三部 サステナビリティ第一グループ
主任コンサルタント　　　　　　　　　粟

あ わ が く ぼ

ヶ窪 千
ち さ

紗（右）

に依存しているとされる。その自然は、人類史上かつてない速
度でグローバルに劣化しつつあり、社会や経済、金融システム
は自然の損失の脅威にさらされている。2022年のグローバルリ
スク報告書3）においても、今後10年間に世界規模で最も深刻な
影響をもたらすリスクとして、「気候行動の失敗」「異常気象」に
続く3位に、「生物多様性の損失」が挙げられている。

その一方、企業や投資家の意思決定において自然関連のリ
スクと機会が十分に考慮されていない現状を受け、2021年6月
に市場主導型のイニシアチブとして設立されたのが、ＴＮＦＤ
である。ＴＮＦＤは、企業や金融機関などによる自然関連情報
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開示のフレームワークを提供することにより、世界の金融の流
れを、自然にとってマイナスの状態からプラスの状態へと移行
させるよう支援することを使命に掲げる。気候関連の開示フ
レームワークでＴＣＦＤ（Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures；気候関連財務情報開示タスクフォー
ス）があるが、気候変動と自然関連課題は相互不可分で、同時
に解決しなければならないことから、自然関連課題への対応を
ＴＮＦＤが担うことになる。

ＴＮＦＤのフレームワークは、企業にとっては自然関連リス
ク・機会を効果的に管理するためにはもちろんのこと、金融市
場からの情報開示ニーズに対応するためにも重要なものであ
る。また、ＴＮＦＤを踏まえた自然関連リスク・機会への対応
が主流化することで、大企業のみならず中小企業も、バリュー
チェーンを通じて自然関連の取り組みがさらに求められていく
可能性もある。

本稿では、ＴＮＦＤタスクフォースメンバーとしてフレームワー
ク開発に携わるＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの原口 真
に、ＴＮＦＤベータ版v0.1の内容やその特徴について話を聞いた。

 

2．ＴＮＦＤフレームワーク
（ベータ版v0.1）の概要

粟ヶ窪　ＴＮＦＤフレームワークの開発は、どのように進められ
てきたのでしょうか。

原口　共同議長（David Craig氏とElizabeth Mrema氏）
のもと、世界五大陸の市場参加者から34名のタスクフォース 

メンバーが選出され、2021年10月からフレームワークの開発に
着手しました。タスクフォースメンバーはワーキンググループに
分かれ、事務局と外部の専門家の支援を受けながら、開発作
業を進めています。外部の知識パートナーとしてＣＤＰ、Global 
Reporting Initiative（GRI）、ＳＡＳＢ Standards Research
チーム、ＮＧＦＳ（気候変動リスク等に関わる金融当局ネット
ワーク）などが参画しており、また、同じく自然関連課題に取り
組むScience Based Targets Network（ＳＢＴＮ）も連携し
ています。

粟ヶ窪　ＴＣＦＤの場合は金融安定化理事会（ＦＳＢ）が主導
しましたが、ＴＮＦＤは市場主導型で開発を進めている点が特
徴的ですね。

原口　はい。ＴＮＦＤは、財務報告の作成者や利用者にとって
使いやすく価値のあるフレームワークを構築するために、企業
や金融機関などの市場参加者からフィードバックを受けながら
開発を進める、オープンイノベーションアプローチを取っている
のが特徴です。今回の最初のベータ版発表により、2023年後半
に発表予定の最終提言に向けた、18カ月間のコンサルテーショ
ン期間が始まりました。

粟ヶ窪　今回発表された、ＴＮＦＤフレームワーク（ベータ版
v0.1）には、どのような内容が盛り込まれているのでしょうか。

原口　ベータ版v0.1は、三つのコア要素で構成されています
（図1）。

一つ目が、自然関連の基本的な概念・用語の定義を示す 

© TNFD 2022

【図1】ＴＮＦＤフレームワーク ベータ版v0.1の構成（出典：参考文献4）を基に原口にて一部用語を修正）
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「自然を理解するための基本」で、二つ目が、肝となる「情報開示
に関するＴＮＦＤの提言（草稿版）」です。さらに三つ目が、企業
や金融機関が自然関連リスク・機会を評価し、企業戦略・リスク
管理プロセスに組み入れて報告や開示を行う際に役立つ「自然
関連リスクと機会を評価するためのＬＥＡＰプロセス」です。
ＴＮＦＤは、「自然」を4つの領域（陸、海、淡水、大気）で構成され
ると定義しています（図2）。人間を含む社会は自然の四つの領
域すべてに包含され相互作用しており、自然から切り離された
存在ではありません。

金融の世界に資産が存在し、その資産が収益の流れを生み
出すのと同様に、自然界も環境資産（森林、湿地、サンゴ礁、農
地など、自然界に存在する生物・非生物による資産）というス
トックで構成されています。生態系は、こうした環境資産の要素
で構成される生態系資産として定義され、生態系サービス（清
潔で安定した水の供給など）というフローの提供を支え、ビジ
ネスに便益（最終的に人々や社会が利用する財やサービス）を
もたらしています。

生物多様性は、生態系資産の質、レジリエンス、量を維持しビ
ジネスと社会が依存する生態系サービスを提供するうえで不
可欠な、自然に関する特性と定義されています。

 

3．自然関連リスク・機会
粟ヶ窪　ＴＮＦＤは自然関連リスク・機会をどのように定義して
いるのでしょうか。

原口　企業は生態系サービスに依存し、また環境資産や生態
系サービスに対してプラスにもマイナスにもなる影響を与えま
す。「自然関連リスク」とは、このような自然への「依存関係」や

「影響」に関連して、企業にもたらされる潜在的脅威のことで
す。この脅威に対処しない場合、資産の評価切り下げや、サプラ
イチェーンのレジリエンス、評判や営業許可、需要の変化など
に関連するリスクが発生するおそれがあります。企業のこのよう
なリスクは、金融機関にとっては金融リスクとなります。

一方で、ＴＮＦＤは、機会にも焦点を当てています。自然への
影響を回避・軽減したり、自然の回復に貢献したりすることに
よって、企業・金融機関と自然の双方にとってプラスの状態を生
み出す活動を「自然関連機会」と定義しています。

粟ヶ窪　ＴＣＦＤでは、気候関連リスクを「移行リスク」「物理的
リスク」に大別していますが、ＴＮＦＤでは自然関連リスクをどの
ように整理していますか。

原口　ＴＮＦＤは自然関連リスクを、次頁図3のとおり「物理
的リスク」「移行リスク」「システミックリスク」に分類していま
す。「物理的リスク」は、自然システムに障害が発生した場合に
生じるリスクのことで、例えば生物等による受粉サービスが低
下することで作物の収穫量が減少する、といったケースが考え
られます。「移行リスク」は政策や法規制、技術開発、市場の変
化、訴訟、消費者の選好の変化など、自然破壊を阻止・逆転さ
せることを目的とした動きによってもたらされるリスクです。さ
らに、重要な自然システムが機能しなくなるなど、システム全
体の崩壊によって生じるリスクを「システミックリスク」として
います。

© TNFD 2022

【図2】自然の四つの領域
（出典：参考文献4）を基に原口にて一部用語を修正）
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4．ＴＮＦＤの開示提言の概要
粟ヶ窪　ＴＮＦＤの開示提言（草稿版）はＴＣＦＤにならって「ガ
バナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の四つの柱で作成
されていますが、ＴＮＦＤならではの特徴はどのような点でしょ
うか。

原口　サステナビリティ報告で一貫した統合的なアプローチ
が求められていることから、ＴＮＦＤの開示提言は、ＴＣＦＤの
四つの柱にならって作成されました（次頁図4）。これにより、自
然と気候の統合的な開示に向けた動きを促進・奨励することも
意図しています。

一方、ＴＮＦＤならではの推奨事項として、「戦略」のD．で、既
に劣化している生態系や保護価値の高い生態系、水ストレスの
ある地域などに事業活動が関わっている場合、事業の依存関
係と影響を説明するという内容が盛り込まれています。この背
景には、自然関連情報開示における「ロケーション（場所）」の
重要性があります。ＴＮＦＤは、自然関連リスクや機会が、特定
の地域の生態系やバイオーム（生態系のタイプ）に企業の事業

活動が依存したり、影響を与えたりすることによって発生すると
認識しています。これは、事業活動による温室効果ガスの排出
場所と影響を受ける場所が必ずしも一致しない気候関連課題
と異なる視点です。

したがって、企業などは、開示を行う際に、直接的な業務およ
び関連する上流、下流のバリューチェーン全体にわたって、事
業活動と自然の相互作用についてロケーションベースの評価を
行う必要があります。

粟ヶ窪　ＴＮＦＤ提言では、マテリアル（重要）な自然関連リス
ク・機会を特定・開示することが求められています。マテリアリ
ティ（重要性）には、企業の財務への影響に焦点を当てる「シン
グル・マテリアリティ」や、企業が外部に与える影響も含む「ダブ
ル・マテリアリティ」など、様々な考え方がありますが、ＴＮＦＤは
どのような考え方を採用しているのでしょうか。

原口　ＴＮＦＤは、ＩＳＳＢ（国際サステナビリティ基準審議会）
により開発中のグローバルなサステナビリティ開示基準に沿っ
て、企業価値（Enterprise Value）との関連からマテリアリティ

© TNFD 2022

【図3】自然関連リスクの分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献1）を基に原口仮訳）
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を判断することを推奨しています。ＴＮＦＤは、短期だけでなく
中・長期も含めた時間軸での検討を推奨していますが、企業が
自然に与える影響は、将来の時間軸で企業価値に影響を及ぼ
す可能性があります。短期的にはマテリアルでない自然への依
存・影響が、時間の経過とともに企業価値にとってマテリアルな
リスクや機会につながる可能性もあるため、リスク・機会を包括
的に評価するためには、自然への依存・影響の両面を幅広く検
討すべきとＴＮＦＤは考えています。

5．自然関連リスク・機会における
ＬＥＡＰプロセス

粟ヶ窪　ＴＮＦＤでは自然関連リスク・機会を評価するための
体系的なアプローチとして、ＬＥＡＰが提案されています。ＬＥＡ
Ｐには、先ほどのお話にあったロケーションの重要性が反映さ
れていますね。

原口　そのとおりです。企業が自然関連リスク・機会を理解す
るためには、事業活動と自然の相互作用をロケーションベー
スで評価する必要があります。しかし、これは多くの企業に
とって経験が乏しいアプローチであるため、その「ハウツー」 

ガイダンスとしてＴＮＦＤはＬＥＡＰを提案しています。企業
が自然との接点を発見し（Locate）、依存と影響を診断し

（Evaluate）、リスクと機会を評価し（Assess）、開示への対応
を準備する（Prepare）ためのアプローチです（次頁図5）。

ＬＥＡＰの起点となるLocateのフェーズでは、まず自社の直
接の資産・業務や、バリューチェーンの活動が行われている場
所を整理し、これらの活動が接点を持っているバイオームや生
態系を明らかにします。そして、それら生態系の重要性や劣化
の度合いなどを評価し、優先地域を特定します。バイオーム・生
態系の特定や、優先度の評価・分析では、様々なツールやデー
タセットを参照することが推奨されています。

これを踏まえ、各優先地域での依存関係と影響の検討、重
要なリスク・機会の評価へとプロセスを進めていくことになり
ます。

粟ヶ窪　まずは、企業の事業に関するロケーション情報と、バ
イオームや生態系およびその重要性に関するロケーション情
報を重ね合わせることが必要ということですね。

ＬＥＡＰではバリューチェーンを通じた評価が求められてい
ますが、評価には様々なデータを集める必要もあり、最初から
バリューチェーン全体での評価を行うのは難しい場合もありそ
うです。

© TNFD 2022

【図4】情報開示に関するＴＮＦＤの提言（草案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献4）を基に原口にて一部用語を修正）
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原口　ＴＮＦＤは、最終的にはバリューチェーン全体を通じた
マテリアルなリスク・機会を開示することを期待していますが、
当初は特定の事業所や事業単位、製品ラインなどの狭いスコー
プからＬＥＡＰを試行することも推奨しています。まずは試行的
にＬＥＡＰプロセスを実施し、ＴＮＦＤにフィードバックを投げか
けていただければと思います。

6．企業の生物多様性保全活動と
ＴＮＦＤの関係

粟ヶ窪　生物多様性に関しては、30by30注1）の達成に向けて、
国内でも民間取組等と連携した自然環境保全（ＯＥＣＭ）の検
討が進められています。企業によるＯＥＣＭ認定の取得と、ＴＮ
ＦＤに基づく自然関連情報開示との関連はどのようにお考えで
しょうか。

原口　先ほどお話したとおり、ＴＮＦＤは、自然関連リスク・機
会が、事業活動に関わるロケーションの生態系への依存や影
響によって発生すると認識しています。つまり、企業の自然関連
課題は、事業活動に関わる場所、すなわち自社の生産施設など
の資産がある場所や、上流・下流のバリューチェーンでの操業

© TNFD 2022

【図5】企業向けLEAPアプローチ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献4）を基に原口にて一部用語を修正）

場所において発生します。また、ＴＮＦＤは既に劣化している生
態系や保護価値の高い生態系、水ストレスの高い地域を優先
地域として定義しています。

以上を踏まえて、私の個人的な見解ですが、事業活動と無関
係な地域で行われる生物多様性保全活動やＯＥＣＭ認定取
得は、国の30by30達成には貢献しても、自然関連財務情報開
示には無関係であると考えています。また、事業活動と関わり
があっても、保全の優先度の低い場所での同様の取り組みは、
企業の自然関連リスクの軽減にはつながらない可能性があり
ます。

したがって、企業としてＯＥＣＭや生物多様性保全の取り組
みを自然関連リスクの軽減・機会の拡大につなげるためには、
国や自治体、研究者などから提供されるＯＥＣＭに適した生
態系の場所の情報と、自社のバリューチェーンとの接点を探す
ことから始める必要があると考えています。また、どうしても従
来の生物多様性保全活動場所においてＯＥＣＭ認定を目指
すのであれば、その場所の生態系と事業活動との依存関係・
影響を分析したうえで、自社の重要な自然関連リスクの軽減・
機会の拡大につながるストーリーを検討することが重要と考
えます。
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参考文献・資料等

1）TNFD“The TNFD Nature-related Risk & Opportunity 
Management and Disclosure Framework Beta v0.1”
2022.3

2）世界経済フォーラム“Nature Risk Rising”2020.1
3） 世界経済フォーラム“Global Risks Report 2022”2022.1
4）TNFD“The TNFD Nature-related Risk & Opportunity 

Management and Disclosure Framework Beta v0.1 エグ
ゼクティブサマリー（日本語版）”2022.3

注）

1）2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全するこ
とを目指す国際的な目標

7．最終提言に備えるために
ＴＮＦＤは、2023年後半に予定される最終提言に向けて、

ベータ版v0.1に続き、2022年6月、10月、2023年2月にそれぞれ
ベータ版を公開する計画を示している。気候と自然の連関、シ
ナリオ策定、データと指標といった残された課題について提案
していく予定である。　

ベータ版v0.1で提案されたＬＥＡＰを含め、自然への依存・
影響やそれに伴うリスク・機会を包括的に分析するプロセス
は、多くの企業にとってなじみのないアプローチと考えられ
る。企業においては、最終提言が発表された際にスムーズに
対応するためにも、随時更新されるＴＮＦＤの情報を参照しつ
つ、まずは限定的な範囲でも試行的な検討を進めることが重
要と考える。

以上
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人的資本

要旨
▪人的資本の情報開示は、日本はもちろん世界において注目されているキーワードである。
▪人的資本の情報開示に取り組むことを経営学の視点からとらえると、社会から「正統性（legitimacy）」を獲得すると

いう観点と、組織内部（特に従業員）へ自社が従業員へ投資する前向きな姿勢を示すことで従業員の意識・行動変容
を促す観点がある。

▪情報開示の指針としてISO 30414が存在しているが、日本企業の開示状況を理解するツールとして筆者が開発した
「HCDI（Human capital disclosure index）」を紹介する。

▪今後の日本企業の対応としては、人的資本の情報開示のトレンドを理解し、自社や他社の開示状況を理解し、自社の
戦略に根付いた人事戦略を明確にすることが求められる。

企業に求められる人的資本の情報開示：
新たなトレンドに備えよ

1 人的資本時代の到来？

人的資本の情報開示。この言葉に現時点で聞き覚えがない読
者は、自らのアンテナをもっと広げることをお勧めする。人的資本
の情報開示は現在、日本はもちろん世界において注目されている
キーワードである。例えば、岸田内閣が開催している「新しい資本
主義実現会議」は、2021年11月8日、今後の日本には人的資本への
投資が重要であること、そのために、有価証券報告書において人
的資本を含めた非財務情報の開示を充実させることを、緊急提言
として行っている。日本政府としては、人的資本への投資を促すた
めに、企業に人的資本の情報開示を進めていく方針であるという。

こうした動きは世界ではその数年前から始まっていた。2020年
中旬、米国証券取引委員会（SEC）は、HR（Human resource）
に関する情報開示のルールを変更し、上場企業に対してより積
極的な人的資本に関する情報開示を促すように求めた。この動き
の背景には、投資家が投資先を決める際に、人的資本の情報を

求めるようになったというトレンドがある。ESG投資の流れの中
で、投資家も企業の長期的なパフォーマンスに注目するようにな
り、土地、機械、建物といった有形資産よりも、無形資産、特に将
来に価値を生み出す人的資本への注目が高まっているのである。
こうした米国の動きを受けて、日本でも人的資本の情報開示への
注目が集まってきている。例えば日経新聞の新聞記事を検索で
きる「日経テレコン」で検索すると、「人的資本」という言葉を含ん
だ記事が、2020年以降急激に増えていることが分かる。2022年に
至っては、5月上旬の段階で、過去最高の記事数（79）を記録して
いる（次頁図1）。いつまで続くかはさておき、世はまさに「人的資
本時代」に突入したといっても、間違いとはいえないだろう。

本稿では人的資本時代に直面している読者に何らかのヒント
を与えることを目的とする。まずは人的資本開示になぜ対応しな
ければならないのかについて、学術的な知見から説明する。次に、
どのような情報を開示すべきかについて、筆者が開発している、
自社や競合他社の人的資本の開示情報を相対化するための指
標、「HCDI（Human capital disclosure index）」と合わせて 

人
的

資
本
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説明する。最後に、以上を踏まえて今後日本企業がどのように対
応すべきかについて提言する。

2 人的資本の情報開示になぜ対応しなけれ
ばならないのか:経営学はこう考える

人的資本の情報開示が求められるトレンドがあるのは理解で
きても、なぜそのようなトレンドに対応しなければならないのかと
疑問に思う方もいるだろう。人的資本への投資の必要性について
異議を唱える方は少ないだろうが、その公開に対して抵抗を感じ
る人もいても不思議ではない。ここでは経営学の視点から、対応
しなければならない理由を議論しよう。

まず、制度理論に基づいて説明する。制度理論とは、人や組織
が経済合理性だけではなく、制度の影響を受けて行動するという
考え方である注1）。この場合の制度とは、法律だけでなく、国の文
化や、その国や社会に属する人が当たり前だと思っている常識や
物事の考え方など、様々なものを指している。人や組織は制度に
合わせないと、社会において「存在してよい」と思われなくなる。そ
こで人や組織は、社会から存在してよいと思われるように、すなわ
ち「正統性（legitimacy）」を獲得できるように、行動する。逆に言
えば「正統性」を得られない人や組織は、社会から必要な資源を
得ることができず、結果的に生き残れなくなるのである。

この考え方に基づけば、人的資本の情報開示を行うことは「正
統性」を得るために必要な企業行動とみなすことができる。たと
え、人的資本の情報開示が法的な強制力を持つものにならなく
ても、投資家、顧客、従業員、地域住民といったステークホルダー
がそれを重要だと思うならば、企業としては対応しなければなら
ない。SDGsなどがそうであるように、対応しない企業はステー
クホルダーから敬遠されてしまう可能性がある。簡単に言えば、 

お金も従業員も顧客も集まらなくなってしまうのである。もちろ
ん、周りから言われてやらされるのは当然面白くない。しかしそう
であるならば制度に影響を与える側に回らなければならない。 
それができないのであれば、制度に従うしかないのである。

二つ目は、情報開示を行うことによる、組織内部への影響であ
る。経営学の学術論文では一般的に、組織内の情報を従業員に
開示する（透明化する）ことで、従業員は自らのふるまいを修正す
ることができるし（Schnackenberg & Tomlinson, 2016)、マネ
ジメント層と従業員のコミュニケーションも改善されることが示
唆されている（Piske, 2002）。そのため、人的資本への投資状況
を明らかにすることは、企業の方針を明確に示すことになり、従
業員にポジティブな影響をもたらすことになる。特に、人的資本へ
の投資は従業員に直接かかわることであり、それが明確になって
いる企業を、従業員は好ましく思うだろう。簡単に言えば、新入社
員が入りやすくなり、社員も辞めにくくなり、従業員がマネジメン
トの思いを理解する可能性が高まるのである。

ただし当然、人的資本の情報開示のトレンドに従うことには、デ
メリットもありえる。例えば制度に従うことで自社の強みを損なう
ような活動に資源を割かれてしまうことや、開示によって自社の
強みとなる機密情報を公開してしまうことである。しかし、人的資
本の情報開示において、これらのデメリットは薄いと筆者は考え
る。人的資本への投資が必要であるということは多くの実務家が
賛同することであり、自社の強みを損なう活動であると考える企
業は、優良企業においてほぼないだろう。また、人的資本の情報
開示において、重要な機密事項まで開示する必要はなく、たとえ
開示をしても、具体的な教育プログラムなどは、容易に真似でき
るものではないだろう。そうであれば、早期から人的資本の情報
開示に取り組んで正統性を確保したり、情報開示の姿勢を示し
たりすることで従業員を含めたステークホルダーとの関係を深め
る方が望ましいだろう。

【図1】「人的資本」という言葉を含む日経新聞系列の新聞記事数の推移　　　　　　 　（筆者作成）
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3 何を開示すべきなのか:HCDIの提案

以上の説明で、人的資本の情報開示が必要なことを理解し
ていただいたとしても、「では、どのような項目を開示すべきなの
か？」という話が次に求められるだろう。この際にSECが開示基
準の参考として挙げているのが「ISO 30414」である。

ISO 30414は人的資本の情報開示に関するガイドラインで
あり、これに合わせることで最低限の対応はできると考えられ
ている。具体的な項目の説明はここでは省くが、「経営者の状
況」「組織の状況」「人事のファイナンス面での評価」「タレント
マネジメントの状況」をベースにして、具体的な項目が挙げられ
ている。ここで重要なのは、人的資本について定量的な情報を
開示することを前提に、定量的な測定の手法（計算式を含む）
などが紹介されていることである。また、定性的な情報で重要
なものについても、望ましい開示方法について参考となる情報
が明示されている。ISO 30414は一つの指針として、企業とし
て少なくとも担当部署において理解されている状況を作った
方が良いだろう。

しかし、ISO 30414で開示すべき項目を最低限理解したとして、
現状の自社、業界他社、日本企業はどれくらい情報を開示できて
いるのかも当然気になるだろう。自社の情報を理解することで、今
後開示に力を入れるべき項目を理解することができる。業界他社
の動向を理解できれば、業界として力を入れなくてよい項目を見
つけたり、もしくはライバルと差をつけるために注力すべき開示ポ
イントを明らかにできたりする。日本企業全般の状況を理解する
ことで、現状合わせるべきターゲットが明確になるかもしれない。
そこで筆者は、人的資本の情報開示度を定量的に測定するため
の尺度として「HCDI（Human capital disclosure index）」を
提案する注2）。

HCDIは、各企業の統合レポート（含むアニュアルレポート）、 
サステナブルレポート（含むCSRレポート）、およびホームページ
といった、誰でもアクセス可能なデータから分析するものである。
有価証券報告書を含めていないのは、有価証券報告書において
人的資本の情報開示を行っている企業はまだ多くないからであ
る。また、統合レポートのような文字として残っているものだけを
扱うことで、主観に左右されず組織の状態を分析でき、さらに追
試なども容易であるというメリットもある。

HCDIはISO 30414の項目をベースに、①経営、②組織、③安
全、④人材育成、⑤ダイバーシティの五つの大項目で測定され
る。ただしこれらは、ISO 30414のすべての項目を示しているわ
けではない。しかし、2022年時点で、ISO 30414に基づいた完璧
な情報開示を行っている日本企業は、筆者の知る限り僅少であ
る。特に日本企業の場合、サクセッションプラン（後継者育成計
画）の有効性に関する指標、人事関連のコストや成果、ポジショ
ンのモビリティ（流動性）に関する指標などはほとんどの企業は 

開示できていない。そのため、現段階で開示できている企業とそ
うでない企業で差がつく傾向のあるこの5項目で現状は測定して
いる。

具体的な測定方法は次頁表1にまとめてある。各大項目では、
小項目の尺度を単純合計し、最小0、最大5となるように圧縮/拡
大している。なお、これらの項目や計算方法は暫定的なものであ
り、今後変更する可能性があることに留意して欲しい。ただし、公
開データを使っているため、新しい尺度に変更しても過去にさか
のぼって再計算が容易なことが、HCDIの一つの強みである。

実際に各企業のHCDIを筆者が計算したものが12頁表2であ
る。ここでは、2022年2月10日時点で、東証一部上場企業の時価
総額トップ20社の分析を行い、それをHCDIの大きい順で並べ
た。各企業の名前はここでは匿名性を保つために、HCDIの大き
い順に名前を付けなおしている。データソースは前述のとおり、各
社の最新の統合レポート、サステナビリティレポート、ホームペー
ジ等である。また、HCDIが大きい上位3社と小さい3社（英語の統
合レポートを掲載している企業を除く）のHCDIのレーダーチャー
トを描いたものが12頁図2である。ここから、時価総額トップ20社
の企業でもまだ人的資本の情報開示状況にばらつきがあるとい
う、日本企業の現状がうかがえるだろう。

このような全体傾向の把握だけでなく、HCDIを用いて個別
の企業の開示パターンが分析できる。例えば、いくつかの企業
は一部の項目の開示が少ないという特徴がみられる。C7、C8、
C11は経営に関する情報、具体的にはサクセッションプランや
取締役のスキルに関する情報が少なかった。一方、C5、C10、
C15は人材育成についての情報開示だけが低い値だった。 
このようにHCDIによる分析をすることによって、自社や他社の
人的資本の情報開示のバランスや傾向も観察できる。こうした
観察に基づくことで、自社が開示により積極的になるべき項目
や、競合他社との差別化につながりうる開示項目を明らかにで
きる。開示状況を可視化できることで、「我々の業界ではこの項
目はまだ開示しなくてもよいのでは？」「いや、だからこそ今先
んじて開示することに意義がある」というような議論もできる
ようになるだろう。

人
的

資
本
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（出典：一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム（2022）を基に筆者作成）

大項目名 小項目名 尺度

経営

リーダーシップ開発

０：言及なし

１：単語が登場/やっているという記述

２：具体的な基準、プロセス、回数にも言及

後継者計画

０：言及なし

１：単語が登場/やっているという記述

２：具体的な基準やプロセスにも言及

経営者の能力

0：言及なし

１：各取締役の選出理由の説明（社外取締役のみでも可）

２：スキルマトリックス/マップなどの言及（社外取締役のみは１）

組織

従業員エンゲージメント

０：言及なし

１：単語が登場/測定している事実の記述

２：具体的な数値を公表

離職率

０：言及なし

１：単語が登場/離職率を下げるための方策が書かれている

２：離職率が提示されている

給与

0：言及なし

1：社員の平均給与提示（役員報酬の金額だけでは０）

２：社員給与と役員報酬の比率まで提示

安全

労災関係

０：言及なし

１：具体的な件数や損失時間が書かれている

２：具体的な件数や損失時間が複数の指標で書かれている

安全教育

０：言及なし

１：単語が登場/もしくは教育の実施の有無だけの記述

２：具体的な教育内容の記述

３：受講率（または人数）の公表

人材育成

(一人当たり）人材開発及び研修の総コスト
0：言及なし

１：言及あり（全体のコストでも可）

研修参加率
0：言及なし

１：言及あり(人数でも可）

従業員一人当たりの平均研修時間
0：言及なし

１：言及あり

ダイバーシティ

男女 0:割合の記述なし、1：割合の記述あり

障碍者 0:割合の記述なし、1：割合の記述あり

国籍 0:割合の記述なし、1：割合の記述あり

中途採用 0:割合の記述なし、1：割合の記述あり

年齢 0:割合の記述なし、1：割合の記述あり

スキル（高度技術者等） 0:割合の記述なし、1：割合の記述あり

正規非正規 0:割合の記述なし、1：割合の記述あり

働き方（リモートワーク等） 0:割合の記述なし、1：割合の記述あり

【表1】HCDIの項目
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企業名 製造業/非製造業 経営 組織 安全 人材育成 ダイバーシティ 合計点 レポートの開示日
C1 非製造業 3.33 3.57 5.00 5.00 4.38 21.28 2021年12月
C2 非製造業 4.17 3.57 5.00 5.00 2.50 20.24 2021年9月
C3 製造業 4.17 4.29 4.00 5.00 2.50 19.95 2021年8月
C4 非製造業 4.17 2.86 2.00 5.00 3.75 17.77 2021年9月
C5 製造業 5.00 2.86 5.00 0.00 4.38 17.23 2021年7月
C6 製造業 4.17 1.43 5.00 3.33 3.13 17.05 2021年4月以降
C7 製造業 1.67 2.86 5.00 3.33 3.13 15.98 2022年1月
C8 非製造業 1.67 2.86 4.00 3.33 3.75 15.61 2021年9月
C9 製造業 2.50 2.86 3.00 3.33 3.13 14.82 2021年7月
C10 非製造業 3.33 3.57 2.00 1.67 3.13 13.70 2021年9月
C11 非製造業 1.67 2.86 2.00 3.33 3.75 13.61 2021年10月
C12 非製造業 2.50 2.86 2.00 3.33 2.50 13.19 2021年12月
C13 製造業 3.33 0.71 3.00 3.33 1.88 12.26 2021年4月以降
C14 製造業 4.17 2.14 2.00 1.67 1.88 11.85 2020年12月
C15 製造業 1.67 1.43 5.00 0.00 1.88 9.97 2021年7月以降
C16 製造業 0.00 2.14 3.00 1.67 1.88 8.68 2021年4月以降
C17 製造業 2.50 0.00 3.00 0.00 2.50 8.00 2021年7月
C18 製造業 0.83 0.00 1.00 0.00 1.25 3.08 2022年1月
C19 製造業 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 2021年7月以降

注）20社に同じグループ会社の本社と子会社のセットが含まれていたため、その子会社を対象から外した。そのため19社となっている。
注）C16とC19は統合レポートなどが英語で書かれていた。内容を全て確認したうえで点数をつけているが、言語が違うことによって、表現などが異なり、点数が低く出ている

可能性もある。ただし、C16は日本語のCSRレポート、およびホームページのデータも活用している。
（出典：一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム（2022）の図表5-7を引用）

【図２】上位3社、下位3社のレーダーチャート　　　  （出典：一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム（2022）の図表5-8を引用）

【表2】東証一部上場企業の時価総額トップ20社のHCDI（2022年2月10日時点）

4 日本企業はどう対応すべきか

本稿の最後に、上記の議論を踏まえて、日本企業はどう対
応すべきかを考えていきたい。以下では三つのステップを提示 
する。

Step1  人的資本の情報開示のトレンドを理解せよ。

まずは、上記の人的資本の情報開示のトレンドとその意味を理
解することから始めるべきである。本稿の1節と2節で簡単に説明
はしているが、こうしたトレンドをそもそもマネジメント層が理解
しなければ、時代の波についていけない。また、経営者が理解する
ことはもちろん、従業員にもこうしたトレンドを理解させることで、 

人
的

資
本



13　RMFOCUS Vol.82 〈2022 Summer〉

人的資本

「今後自分たちに投資がされるんだ」というポジティブな印象を与
えつつも、「その中で自分たちは何をしなければならないのか」と
いう心構えを醸成することができるだろう。従業員が、「経営者か
ら言われたから仕方なくやっている」というやらされ仕事としてと
らえれば、うまく行かない可能性が高い。

Step2  自社や他社の人的資本の情報開示状況を理解せよ。

次に、現状の自社や他社の人的資本の情報開示状況を理解す
る必要がある。自社は現状どこまで情報開示をしているのか、して
いないとすれば何がボトルネックなのか（例：人的資本に関する
データがない、IR/広報部門が弱くて情報発信できていない等）
を明らかにすべきである。また、どのような情報開示をすべきかに
ついては、業界他社や、進んでいる会社の事例を参考にするとよ
いだろう。本稿の3節で提示したHCDIもそのための一つのツール
なので、分析に興味のある企業は参考にして欲しい。

Step3  自社の戦略に根付いた人事戦略を明確にせよ。

ステップ2を踏まえて、自社として情報開示に足りていない部
分が明らかになった場合、経営者はその項目を公開するように
動くだろう。これは正統性を得るために必要な行動である。しか
し、それで終わりではいけない。「よし、開示できた」と満足するこ
とは、人的資本の情報開示の自己目的化であり、望ましい姿で
はない。人的資本の情報開示の本来の目的は、「わが社はこうい
う戦略に基づいており、その戦略を実現するためにこのような
人事戦略を考えている。だからうちは長期的に見ても安心でき
る会社である」ということを、具体的なデータをもってステーク
ホルダーに示すことにある。人的資本の情報開示は、自社の全
社的な戦略を実現するための人事戦略を伝える手段にすぎず、
手段と目的が入れ替わってはいけない。よって経営者の仕事は、

「急いで各項目を公開せよ」と担当者を急かすことだけではな
い。まずは、自社の今後の戦略は何で、そのためにどのような人
事戦略をしたいと思っているのかを明確にしなければならない。
それが明確になれば、どの項目を開示すべきか、おのずと明確
になるだろう。もし項目を開示する段階で、公開するのをためら
うような項目（例：多様性が進んでいない、離職率が高い等）が
あっても、筆者は気にせず公開すべきであると考えている。もし、
自社の戦略を行うにあたってその項目は気にする必要はないと
考えているならば、情報を公開したうえでそのことを明確に説明
すればよい。それが論理的な説明であれば、問題ないはずであ
る。また、今後その項目を改善したいと思っているのであれば、
悪い時の状態も認めたうえで今後変えていく、という発信をする
方が、ステークホルダーには本気度が伝わるだろう。もちろんい
ずれにしても、経営者は覚悟を決めることが求められるのは間
違いない。

以上は経営者視点から対応を考察したが、人的資本の情報開
示のトレンドはミドルマネジャー以下にも重要なチャンスをもたら
している。すなわち、人的資本の情報開示に向けた対応から、自ら
の部署に経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報）を呼び込むチャンスが
生まれることである。もし、経営者が人的資本の情報開示で「開
示できるような良い情報がない」と悩んでいたら、良い取り組みを
している部署はアピールすべきである。また、経営者が人事戦略
を再考するタイミングで、自分の部署の重要性とそれへの投資の
要請を行うことができれば、自部門への投資が行われる可能性
は高まる。人的資本への投資は短期的な成果に結びつきづらい
ため、企業の業績に変動して予算が削られることもある。しかし、
一度人的資本として情報開示をすれば、その情報を常に出さざる
を得ないため、人的資本への投資を過度に減らすことはできなく
なる。そのため、人的資本への安定的な投資が欲しい部署にとっ
てはチャンスとなる。

以上、本稿では人的資本の情報開示のトレンドと日本企業に
求められる対応について解説した。最後に強調するが、重要なの
は、人的資本の情報開示という外圧を、積極的な武器として利用
しようという姿勢である。やらされ仕事であると消極的になるの
でもなく、やらされ仕事を目的化して手段と目的をはき違えるの
ではなく、こうした新たなトレンドをどう利用するかという視点が
重要なのである。この新たなトレンドで一皮むけるかどうかは、読
者一人一人の姿勢にかかっていると言えるだろう。

以上

参考文献・資料等
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践』日本能率協会マネジメントセンター

◦入山章栄 (2019)『世界標準の経営理論』ダイヤモンド社
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注）

1）代表的な論者としてDiMaggioとPowellがいる。彼らの文章は英文だが、安
田・高橋（2007）のような和文の解説論文がネット上で閲覧できるので、興味
がある方は参考にしてほしい。また、実務家向けに経営理論を説明した入山 

（2019）でも取り扱われている
2）HCDIについては、一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム（2022）にも掲

載されている。なお、筆者はこの団体に無報酬の顧問として参加している
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ＢＣＴＰ構築

要旨
▪コロナ禍をきっかけに社会構造や事業環境が急速に変化し、BCPも重要な事業のオペレーションの早期復旧だけ

ではなく、その変化に応じて重要な事業の形態やビジネスモデルの変革を伴う戦略とセットで構築することが有効
である。

▪このようなBCPをBCTP（Business Continuity Transformation Plan）と定義できるが、本稿では、2022年3月
に防災・危機管理分野と経営戦略分野の専門家を招き開催したセミナーの要旨を紹介し、BCTP構築の重要性とポ
イントについて解説する。

セミナー開催概要

◦開 催 日 ：2022年3月17日（木）15:00～16:00
◦開 催 形 式 ：パネルディスカッション形式（Zoomによる生配信）
◦テ ー マ ：ニューノーマル時代を生き抜くためのBCP

～BCTP構築のすすめ～
◦主 　 　 催 ：MS&ADインターリスク総研株式会社
◦パネリスト ：右表参照
◦参 加 者 ：141名

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部 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  　　　　　四
し か ま

釜 研
け ん の す け

之介

▼パネリスト（1）
【防災・危機管理分野】
政策研究大学院大学 防災・危機管理コースディレクター
福島学院大学 副学長 武田 文男 氏　

▼パネリスト（2）
【経営戦略分野】
一橋大学大学院 経営管理研究科 客員教授
グローバル金融規制研究フォーラム 代表 佐々木 清隆 氏

▼ファシリテーター
【BCM分野】
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長 兼 主席コンサルタント　
政策研究大学院大学 防災・危機管理コース 特別講師 山口 修

ニューノーマル時代を
生き抜くためのBCP
～BCTP（Business Continuity Transformation Plan）構築のすすめ～

【写真1】本セミナー収録の様子
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 1 ＢＣＴＰ（Business Continuity
Transformation Plan）

⑴ニューノーマル・社会構造の変化

まず、ニューノーマル・社会構造の変化の特徴を整理のうえ、
「不確実性が高い状態の継続」、「行動様式・価値観の多様化」
の二つの特徴にスポットをあてて、パネリストにポイントを解説い
ただいた。

①不確実性が高い状態の継続
■武田氏

この10年間、我が国では、東日本大震災以降も、毎年、全国各
地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生している。以前は「災
害は忘れた頃にやってくる」という言葉があったが、最近では、ま
さに「災害は忘れないうちにやってくる」といった状況である。ま
た、大規模災害の頻発、災害被害の甚大化・長期化といった状態
のみならず、新型コロナウイルス感染症をはじめとした、自然災害
以外の様々な危機が顕在化しており、防災・危機管理にとっては
不確実・不測の事態が起こって当たり前の状況となっている。

②行動様式・価値観の多様化
■佐々木氏：

2020年から現在に至るコロナショック、コロナ禍の中において、
働き方の変革、リモートワークの普及といった行動様式の多様化
については周知のとおりである。また、コロナショックにより人の
命・健康に対する考え方、いわゆる「人的資本」を中心とした価値
観が改めて重要視される契機となった。

⑵変化を踏まえたBCPの方向性
その1（キーワード）

前項の二つの特徴を踏まえて、BCPについても従来の考え方
を変えていなかければならない。そこで、次に、変化を踏まえた
BCPの向かうべき方向性について、パネリストからキーワードを
提示いただき、ポイントを解説いただいた。

①キーワードⅰ：危機の長期化・常態化への備え
②キーワードⅱ：基礎力の向上と臨機応変対応
■武田氏：

2011年3月に発生した東日本大震災では、地震・津波被害だけ
でなく原子力発電所事故等による複合災害が発生し、今後もそ
の復興支援・対策が継続していく。また、新型コロナウイルス感染
症の対策に関しては、感染拡大と収束を繰り返すなか新株が出
現するなど、影響が長期化している。併せて、近年にはロシア、ウ
クライナ等を巡る国際情勢の課題、エネルギ―問題、サイバー攻
撃、ミサイル・テロ、難民、金融危機等、様々なリスクが顕在化して
いる。これらのリスクによる影響に関しても長期的な備えが重要
である。

これまで主流であった数年に1度訪れる大災害のような突発的
な危機への備えだけでは不十分であり、想定外の危機に対して
も対処できるよう、あらゆる緊急時に求められる体制や機能など
の「基礎」をおさえた上で、臨機応変に対応を組み替えることが重
要である。

③キーワードⅲ：事業環境の変化を前提とした戦略
④キーワードⅳ：経営の関与
■佐々木氏：
「BCP = 元に戻す（Recovery）」が基本的な考え方であるが、

コロナ禍では、危機の長期化・常態化によって、リモートワークの
普及、非接触・分散化など事業環境が「元に戻らない」変化が発
生している。かかる事業環境の変化を前提とした新たなニーズに
対応した戦略、臨機応変にビジネスモデルを変化させる戦略も
重要である。

また、従来のBCPでは、多くの場合、企業の中で総務部を中心
とした対応となっている。このような戦略は、事業環境の変化に
応じた新たな経営戦略としてBCPに盛り込む必要があり、BCP
に対し経営層がより強く関与していくことが重要になる。

⑤キーワードⅴ：ヒトの対応がより重要
■佐々木氏：

コロナ禍以前からも「ESG　環境(E：Environment)、社会(S：
Social)、ガバナンス(G：Governance）」という考え方が世界中
で議論されているが、昨今の社会情勢がきっかけとなり、今後は
特に「S」のうち「人的資本」を中心とした考えが浸透し、ヒトの扱
いに焦点があたってくる。
■武田氏：

防災・危機管理対策として、「生命・身体・財産」を直接守ること

【写真2】武田文男氏

【写真3】佐々木清隆氏
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が最優先であることはいうまでもない。企業は、従業員をはじめ、
顧客や取引先、地域住民などの命を守る役割を期待されており、
それに応えていく必要がある。災害対策基本法、消防組織法など
防災関係法においては、「国民の生命、身体、財産」を守ることが、
第1条に規定されている。一方、災害等で助かった命が、その後
の避難生活や、失職、生活再建の難しさなどから、いわゆる「関連
死」で死亡する悲劇も後を絶たない。命を直接守ることの重要性
はもちろんであるが、併せて、「暮らし・仕事・経済」を守り、「社会・
地域・国」を守ることがヒトの「生命・身体・財産」を総合的に守る
こととしてとらえ、危機管理対策を考えていかなければならない。

⑥キーワードⅵ：インテリジェンス（≒情報）が生命線
■佐々木氏：

従来、BCPを策定する上では、多くの企業が「地震」や「水害」な
ど、リスクとして認識可能な事象を対象とし、対策を検討されてい
ると推察する。今後は既存のリスクに対応する情報収集、対策を
検討することだけでなく、現在リスクとしてカテゴライズされてい
ない事象（情報）を自社、自分の環境に置き換え「自分事」としてそ
の影響を考える想像力が必要となる。「臨機応変対応」をするた
めには、この想像力が不可欠である。

⑶変化を踏まえたBCPの方向性
その2（全体像）

次に、以下①～④のBCPの策定項目に前項のキーワードを割
り当てる形で今後のBCPの向かうべき方向性を整理した。そし
て、各項目に共通する特徴として「何があっても臨機応変に対応
できること」をクローズアップした（図1）。

①想定ハザード
自然災害等の「突発的な危機」だけを想定するのではなく、「危

機の長期化・常態化」も想定することが必要不可欠。

②初動対応（≒人命安全確保を目的とした防災・減災対応）
ESG、安全配慮義務の観点からも「うまくいって当たり前で失

点が許されない」ことに留意が必要。また、臨機応変対応のため
には、体制・機能・手順等の「基礎」を固めることが必要不可欠。

③復旧対応（≒事業継続における全体最適の実現を目的とした
対応）
臨機応変対応のためには、戦略オプションの充実が必要であ

るが、今後はオペレーションの現状復旧のみならず、事業環境が
変化することまで想定した戦略オプションの準備が重要。そのた
めには経営層がより強く関与することが必要不可欠。

④情報収集・とりまとめ
臨機応変対応のためには、判断の前提となる情報収集・とりま

とめが重要であるが、収集した情報からその影響を考える想像力
（インテリジェンス）も必要不可欠。

⑷変化を踏まえたBCPの方向性
その3（臨機応変対応）

前項でクローズアップした特徴「臨機応変対応」は、ここでは、
与えられた選択肢の中から最適なものを選択し「再構成」して
いくというプロセスととらえるが、初動対応と復旧対応では「再
構成」の意味合いが異なる。そこで、この「再構成」にフォーカス
して、初動対応、復旧対応における特徴を以下のとおり整理した

（次頁図2）。

①初動対応における「再構成」
初動対応では、「人命安全確保」という目的を達成するため

に、ハザードごとに体制・機能・手順等を整理していることが通
常であるが、実際に想定外のハザードに遭遇したとしても、これ
ら体制・機能・手順等の中から最適なものを選択し、再構成す

【図1】BCPの方向性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）
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ることで、「人命安全確保」という目的を達成できる。ここでの
再構成に使われる選択肢は、「人命安全確保」という同じ目標の

「枠内」で整理されたもの限られているため、ここでの再構成は
Reallocation（再割り当て）と定義され、これが初動対応における

「再構成」のキーワードとなる。

②復旧対応における「再構成」
復旧対応では、「早期の現状復旧」という目的を達成するため

に、現地復旧戦略、代替戦略、在庫戦略等の様々な戦略オプショ
ンを整理していることが通常であるが、実際に想定外のハザード
に遭遇したとしても、危機が長期間・常態化しない限りは、これら
戦略の中から最適なものを選択し、再構成することで「早期の現
状復旧」という目的を達成できる。ここでの再構成のキーワード
は、初動対応同様、Reallocation（再割り当て）となる。

一方、コロナ禍といった危機の長期化・常態化を特徴とするハ
ザードに遭遇した場合、「早期の現状復旧」という目的自体が達
成不可能なものになるため、先の戦略をいくら組み合わせたと
ころで意味はない。この場合、「早期の現状復旧」という既存の目

的とは別枠で「ビジネスモデルの変更」という目的から整理され
た戦略を選択し、再構成することが求められるが、このような再
構成はTransformation（変革）と定義される。復旧対応におけ
る「再構成」のキーワードとしては、先のReallocation（再割り当
て）に、このTransformation（変革）が追加される。

⑸BCTP（Business Continuity Transformation Plan）

前項まで見てきた今後のBCPの方向性を踏まえ、Reallocation
のみならずTransformationまでを含むBCPとしてBCTP

（Business Continuity Transformation Plan）の考え方を
提唱したい（図３）。

なお、BCTP同様に「臨機応変対応」がキーワードとなる「オー
ルハザード型BCP」は、「2021年版ものづくり白書」でも紹介さ
れたように、その重要性が多くの企業で認知されているが、この
オールハザード型BCPにおいては、先に説明をした二つの再構
成の意味合いのうちReallocationのみが含まれることを付記し
ておきたい。

【図3】BCTP（Business Continuity Transformation Plan）とは　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【図2】臨機応変対応のキーワード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）
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2 BCTP構築のポイント

次に、BCTPの定義を前提に、BCTP構築のポイントを、「初動
対応」と「復旧対応」に分けて整理をした。

⑴「初動対応」におけるBCTPのポイント

初動対応において臨機応変に対応するためには、対応の選択
肢（引き出し）を増やすことが求められる。しかし、ただ闇雲に選
択肢を増やすことは得策ではなく、あらゆるハザードで求められる

「共通項目」を一定のルールに従って整備、すなわち標準化する
ことが必要である。ここでは、この「引き出し増」と「標準化」を初
動対応におけるポイントと整理のうえ（図4）、パネリストにコメン
トをいただいた。

■武田氏（「引き出し増」について）：
臨機応変対応という言葉を誤ってとらえ、何も用意せず直

面した事象に対しその場しのぎで対応しようとすると、ほとん
ど何も出来ないことが実態である。そのため、現在顕在化して
いるハザードに対する対策は引き出しとして持っておく必要
がある。そして、想定外のハザードが発生した際には、用意し
ている「引き出し」を活用し臨機応変に対応することが重要で
ある。確かに「すべての事象ごとに整理するのはきりがない、さ
らに想定外の事象まで起こりうる。また、おのおの策定しても、
それが自組織に定着するのかも心配である」との声もあるが、
代表的なハザードごとに対応事項を一覧化し、共通した事項、
ハザードごとに対応すべき事項を整理する等の工夫が有効 

（表1）であると考える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【表1】ハザードごとの対応事項一覧

【図4】初動対応におけるBCTPの特徴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）
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■武田氏（「標準化」事例の紹介）：
代表的な事例としてICS（Incident Command System）が

ある（表2）。ICSとは、米国で開発された災害現場や事件現場な
どの緊急時における標準化された「組織マネジメント」の手法で
あるが、1,300人以上の死者を出した2005年のハリケーン・カト
リーナの災害対応において活用されるなど、危機対応における組
織マネジメト手法としてデファクト・スタンダード化されている。日
本でも、2011年の東日本大震災以降、その必要性が重視されるよ
うになり、行政では中央防災会議の防災対策実行会議の下に設
置された災害対策標準化推進ワーキンググループ等で実働に向
けた検討がなされている。

また、国内における標準化の事例として、宮城県の企業向け

BCPモデルも参考にするとよい（表3）。同モデルでは、緊急時に
求められる役割（≒機能）を15に絞り、これらをおさえておけば、あ
らゆるハザード発生時に対応できるとしている。

⑵「復旧対応」におけるBCTPのポイント

復旧対応における臨機応変対応の特徴は、キーワードとして
Reallocationに加えTransformationまで含まれる点にある。こ
こでは、このTransformationを実現するために、「ビジネスモデ
ル変更を伴う戦略」をBCPに組み込むことが復旧対応における
ポイントと整理のうえ（次頁図5）、パネリストにコメントをいただ
いた。

　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【表2】標準化事例① ICS：Incident Command System 14の特徴

（宮城県「みやぎ企業BCP策定ガイドライン」の内容を基にMS&ADインターリスク総研にて一部加工）

【表3】標準化事例② みやぎBCPモデル

No 役割 (≒機能)
01 統一された用語の使用 Common Terminology
02 権限の委譲ルールの明確化 Transfer of Command
03 指揮命令系統の統一 Chain of Command & Unity of Command
04 複数組織が関与する現場での統一指揮 Unified Command
05 目標による管理 Management by Objectives
06 災害対応計画 Incident Action Plan
07 事業規模に応じた柔軟な組織編制 Modular Organization
08 監督限界 Manageable Span of Control
09 統合された資源管理 Comprehensive Resource Management
10 統合された空間利用 Integrated Facilities Management
11 統合された通信システム Integrated Communications
12 情報処理マネジメント Information and Intelligence Management
13 説明責任 Accountability
14 人員、 資機材の投入 Dispatch/Deployment

段階 No 役割 ( ≒機能) 具体的活動列

緊急事態対応

01 指揮命令等の統括 対策本部組織、 指示命令系統、 代行順位等
02 通信手段の確保 災害時優先電話、 衛星携帯電話の導入等
03 情報システム 情報システム・通信機器・OA機器の復旧等
04 警報 館内放送、 災害通報・安否確認システム等
05 広報 災害時広報等
06 避難誘導 避難場所、避難ルートの設定、 避難手順等
07 緊急輸送 救援物資・負傷者の搬送等
08 避難・救援救護 避難所・応急救護所の設置、 運営等
09 保健衛生・救急医療 仮設トイレの設置、 被災従業員の生活救援等
10 警護 立入禁止措置、セキュリティ確保、 資産の保護等
11 消防活動・捜索・救助 消防活動・捜索・救助 (含む危険物・劇毒物等の管理)
12 人員・資機材等の手配・調達 要員参集、 備蓄品準備、資機材の確保等
13 被害状況調査 安否確認、 自社拠点や取引先等の被害状況調査等
14 後片付け 取り壊し、 がれきの除去、修繕・改修・復旧工事等

事業継続対応 15 事業継続 復旧方針、復旧計画の策定及びそれに基づく業務復旧等
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■佐々木氏：
図6は、コロナ禍におけるある外資系企業と、同業種の国内企

業の事例を示したものである。外資系企業は、収益の中心が近い
将来「24時間・グローバル業務」に移行すると考え、書類のデー
タ化、在宅勤務環境、労務管理体制、ワークモチベーションの向
上策等の準備を着 と々進めていた。そして、コロナショックのもと、
これら業務移行が本格化すると見て、戦略実行を本格化させ、
その結果として、早々に在宅勤務による通常業務（Business as 
usual）を実現し、コロナ禍による需要増へ問題なく対応をし、売
り上げを伸ばすことができた。

一方、国内企業は、このような戦略や事前準備ができておらず、
在宅勤務でない「自宅待機」が発生し、コロナ禍による需要増を
受けての意思決定が遅れ、売り上げを伸ばすことができなかっ
た。このように、外資系企業と国内企業とでは、「経営感度」と「事
前準備」の差で大きな格差が発生した。

確かに、従来のBCPを前提に考えると上記の「経営感度」と「事
前準備」といった発想は生まれにくい。

前提として、経営が、ひとつのビジネスモデルだけに頼る考え方
は持続可能ではないという危機感をもって、普段から様々な情報
を基に、事業環境の変化を予測し、ビジネスモデルの変更を検討
しておくことが不可欠であるが、危機事象も事業環境の変化を引
き起こし、ビジネスモデルの変更のトリガーになりうるとの感度
を持つことも重要である。

今後起こる様々な危機事象によって、事業環境の変化が引き
起こされるのであれば、その危機事象を、日ごろから考えていたビ
ジネスモデルに変革するきっかけにするという発想をこれからの
BCPに組み込むと良い。すなわちBCTPである（次頁図7）。

【図5】BCTPの特徴（復旧対応）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【図6】ビジネスモデルの変更を伴う戦略事例　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）
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ＢＣＴＰ構築

参考文献・資料等

1）経済産業省、厚生労働省、文部科学省「2021年度ものづくり白書（令
和2年度ものづくり基盤技術の振興施策）」2021年5月

2）MS&ADインターリスク総研株式会社「RM FOCUS第78号」2021
年7月

3）MS&ADインターリスク総研株式会社「BCMニュース（2021年度
No.3）」2021年12月

4）宮城県「みやぎ企業BCP策定ガイドライン」2016年3月

⑶BCTP実効性向上のポイント

最後に、その他BCTPの実効性向上のポイントについて、パネリ
ストから補足説明をいただいた（図8）。

■武田氏：
BCTPは、経営そのものに関わる考え方であり、経営陣の決断

が必要になることなので、経営層の関与がより一層重要であると
同時に、企業における組織を挙げた事前教育が今まで以上に重
要になると感じている。

■佐々木氏：
新しいビジネスモデルを考える視点として、「パーパス

（purpose）」という言葉がある。
もともと、パーパスには「目的」という意味があるが、近年では、

「存在意義」を表す言葉として使われるようになってきている。
「何のために、自社は存在するのか」というパーパスを基軸にビ
ジネスモデルを考えることが重要である。また、企業はパーパス

（企業の存在意義）を明確化し、経営者を含む全従業員で共有
しておくことが重要であると考える。

 

3 BCTP構築のすすめ

本セミナーでは、今後のBCPに求められる「臨機応変対応」の
キーワードがReallocationとTransformationであるとしたうえ
で、これらキーワードを使ってBCTPを定義づけ、初動対応・復旧
対応に分けてBCTP構築のポイントを整理した。今回は、BCTP
構築のポイントとして、大きく、初動対応における①「引き出し増」
と②「標準化」、復旧対応における③「ビジネスモデル変更を伴う
戦略」の構築の3点をポイントとして提示したが、セミナー後に実
施したアンケートでは、いずれのポイントに対しても7割以上の参
加者が「関心が高い」と回答している。今後、BCTPに関心の高
い有志企業による研究会等を通じて「BCTPモデル」の詳細内
容について協議していく予定である。社会構造や事業環境の急
速な変化を受けて、これまでのＢＣＰでは十分に対応出来ない
課題（対面サービス、人の移動に関連した需要の蒸発による売
上減　等）が生じている中、解決策としてＢＣＴＰというニュー
ノーマルを生き抜くための新たなＢＣＰの構築に取り組まれる
ことを強く推奨したい。

以上
 

【図7】ビジネスモデルの変更を伴う戦略をBCPに組み込む視点
（MS&ADインターリスク総研作成）

【図8】BCTPの実効性向上のポイント　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）
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要旨
▪2021年6月にHACCPが制度化されたが、HACCP導入後も食中毒や異物混入などの食品事故がなくならないとい

う事業者の声が聞かれる。
▪その要因を探ると、HACCPの7原則12手順の過程に抜け漏れや不徹底があったり、HACCPでは管理できない品質

やフードディフェンスの問題があることが多い。
▪本稿では、よくあるトラブル事例をパターン別に挙げ、問題点を明らかにするとともに対処法を示す。

1 はじめに 
–HACCP導入後も起きる食品トラブル–

食品衛生法の改正・施行に基づき、2021年6月1日からHACCP
（Hazard Analysis and Critical Control Point、ハサップ）に
沿った衛生管理が制度化され、原則としてすべての食品関連事
業者が、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方
を取り入れた衛生管理」に取り組むこととなった。

改めてHACCPとは、原材料の入荷から製品の出荷に至る全
工程を対象に、食中毒菌汚染や異物混入といった危害要因（ハ
ザード）を分析した上で、危害要因の除去・低減のために特に重
要となる工程を管理することで、食品の安全性を確保する衛生
管理手法である。従来行われてきた抜取検査による衛生管理に
比べ、より効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことや事
故原因の追究を容易にすることが期待される。

一方で、HACCPを導入したにもかかわらず、食中毒や異物混
入の事故がなくならない、事故が起きた後にどのように再発防止
を図ったらよいかわからない、といった事業者の声がしばしば聞
かれる。

本稿では、HACCPを導入したにもかかわらず、なぜその効果
が表れないのか、どこにその原因があるのか、といった事業者
のよくある悩み事をパターン別に整理し、対処法を考えていき
たい。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第三部
危機管理・コンプライアンスグループ
主任コンサルタント  　　　　　　　鶴

つ る た

田 彬
あきら

HACCP導入後の
食品トラブルへの処方箋

 2 論点の整理

HACCPの導入は、次頁表1に示す「7原則12手順」に沿って進
めることが求められる。

HACCP導入後もその効果が認められない場合、まず疑うべき
は「7原則12手順」のいずれかが適切に行われていない可能性で
ある。

特に、「準備段階」（手順1～5）において作成する「製品説明書」
（手順2）および「製造工程一覧図」（手順4）という二つの文書
は、後の手順を実行する上で参照するものであるため、内容に抜
け漏れ等があった場合の影響が大きい。まずはこの二つの文書
をチェックするべきといえる。

続く「7原則」（手順6～12）に関しては、「危害要因分析」（手
順6）が重要といえる。ここで危害要因が適切に挙げられなけれ
ば、しかるべき対策もなされず、いわばノーマークの状態になっ
てしまうためである。また、制度導入後は定期的に運用状況を
検証することが必要であるが、自社内と比較して外注先管理が
おろそかになる場合も少なくない。ここから、委託先管理と関連
する「検証方法の設定」（手順11）についても目を向けるべきと
いえる。

以上を踏まえ本稿では、次頁図1で示す「陥りがちな四つのパ
ターン」を前提に、そこに潜む落とし穴、そこから生じうるトラブル
についてみた上で、処方箋を提示していく。
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3 パターン①：
原材料の変更による影響の見落とし

⑴落とし穴

HACCP導入の手順2においては、製品の情報を整理することを
目的に、原材料を含めた製品の規格、意図する用途、対象となる
消費者などについて、製品説明書に落とし込むことが求められる。

この手順はHACCP導入時だけでなく、原材料の調達先か
ら仕様変更の申し出があった場合にも改めて行う必要がある。
調達先から打診があった場合に、原材料の変更による影響を 
適切に評価することなく漫然と受け入れてしまうと、最終製品の
特性に思わぬ影響が生じる可能性がある。

⑵生じうるトラブル

たとえば、天然の海産物を養殖のものに切り換えた場合などに
おいては、シェルフライフ（保存期間）へ影響が生じ、従来設定し
ていた賞味期限の中で異臭が発生するといったトラブルが発生
しうる。

⑶処方箋

仕様変更の場合は当該原材料等の仕様書（商品カルテ）を
取り付け、以下のような項目への影響を検討することが推奨さ
れる。

◦製品名または同等の識別
◦組成
◦食品安全に関連する生物的、化学的および物理的特性
◦意図したシェルフライフおよび保管条件
◦包装
◦食品安全に関する表示および／または取扱い、調理および意

図した用途に関する説明
◦流通および配送の方法

確認の結果を踏まえ、試作試験や保存試験、パッケージ表示
の見直し等を行い、最終製品の仕様変更が必要とされる場合
は、その変更箇所を自社の製品説明書に反映することが求めら
れる。

 

【表1】HACCP導入のための7原則12手順

【図1】HACCP導入に関し陥りがちな四つのパターン

（出典：厚生労働省「食品製造におけるHACCP入門のための手引書」を基にMS&ADインターリスク総研にて加筆）
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4 パターン②：
製造工程一覧図の抜け漏れ

⑴落とし穴

HACCP導入の手順4で作成する製造工程一覧図は、原材
料の受け入れから最終製品の出荷に至る製造工程の流れを
図式化したものである。製品によっては製造工程がかなり複雑
で、網羅的に書き出し、見やすい図に整理する作業は労力を要
する。

他方で、「この工程まで載せてしまうと細かくなりすぎるし、そも
そも全体に与える影響が少ないから記載しなくてもいいだろう」
といった姿勢は危険である。製造工程一覧図は後の手順の土台
となるため、ここに記載しなかった工程については危害要因分析
が行われず、重要管理点として設定されることがない。つまりは、
何らの対策が行われないことになってしまう。

⑵生じうるトラブル

「全体に与える影響は小さい」という誤った思い込みに基づき、
搬送工程や保管工程等の細部を省いてしまうケースや、包材に
関する記載が漏れてしまうケースなどが考えられる。前者から派
生して生じうるトラブルとしては、パレットに付着した虫の清潔
区への侵入や、欠けたパレットの原材料への混入などが起こりう
る。後者に関しては、防カビを目的とした脱酸素剤（鉄分が主成
分）から生じた鉄サビの食品への付着などがありうる。

⑶処方箋

あらゆる工程を網羅的に製造工程一覧図に記載することが肝
要である。

上記（2）のケースの製造工程一覧図の改善を図る場合、表2の
ような視点からの追記・修正が推奨される。

また、製品のリニューアルや新製品の開発にあたって作成し直
した製造工程一覧図に抜け漏れが生じることが懸念される。これ

を防ぐためには、製品開発に関する仕組み・ルールのレベルで改
善の余地がないか確認し、必要に応じて製品開発マニュアルの作
成や見直しを検討することも推奨される。

 5 パターン③：
生物的・化学的・物理的以外の要因への未対応

⑴落とし穴

HACCPは食品の安全性を確保する衛生管理手法であり、
生物的（B：Biological）、化学的（C：Chemical）、物理的（P：
physical）の三つの要因による危害要因分析、管理点の設定を
行うものである。

ここにHACCPの特徴と限界があり、B／C／P以外の要
因である、品質（Q：Quality）、脅威（T：Threat）、脆弱性（V：
Vulnerability）、すなわちQ／T／Vに関しては、別個に対応が必
要である。

⑵生じうるトラブル

Q／T／Vに関する対応が不十分であると、健康危害のない異
物が誤って混入することで品質上の問題が生じたり、従業員によ
る意図的な異物混入が発生したり、製造工程で原材料が差し替
えらえることによる食品偽装が起きたりする恐れが排除できない。

⑶処方箋

すでにある危害要因分析表を活用し、Q／T／Vのそれぞれの
観点からのリスクの洗い出し・評価・対策の検討を行うことが推
奨される。次頁表3のステップに沿って取り組みを進めることが考
えられる。

上記のステップに沿ってQ／T／Vの危害要因分析を追加した
表の例を、次頁表4に示す。

修正の視点 説明

工程の区域（ゾーニング）の
追記

事前に工場の施設図等に上書きして清潔区／準清潔区／汚染区等のゾーニングを行ったゾーニング図を作成して
おく。区域を追記することにより、当該製造工程のゾーンが見える化され、かつ、ゾーンの交差に伴う影響等のリスク
が想定しやすくなる

パレット等の循環器具の追記 パレットは原材料を運ぶ「搬送器具」ととらえる。他に台車やハンドリフト等、工場内を循環するものがあれば追記す
る。これにより、搬送器具由来の有害虫や砂ホコリ、ペンキ等の混入リスクが想定しやすくなる

一時保管工程等の追記 一時的な保管工程も、製造工程ととらえる。また、上述の搬送工程、昇降工程や分岐工程等があれば追記する。これ
により、工程由来の、素材の欠損等による異物混入や洗浄不足による微生物の付着等のリスクが想定しやすくなる

機器類の素材の追記 食品が直接触れる機器の素材（例：プラスチック製）等を工程名の近くに追記する。これにより、機器類の素材が明確
になり、洗浄方法の妥当性や素材の欠損等のリスクが想定しやすくなる

【表2】製造工程一覧図の修正を図る場合の視点（一例）
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STEP 項目 取組内容

1 分析項目の追加 危害要因分析表の分析項目に、品質（Q：Quality）、脅威（T：Threat）、脆弱性（V：Vulnerability）の項目を追
加する

2 ワーストシナリオの想定 各原材料や工程に対して、Q／T／Vの観点からワーストシナリオを想定する

3 ワーストシナリオ顕在化の要
因分析と許容水準の設定 想定したワーストシナリオが顕在化する要因を分析し、要因に対する許容水準を設定する

4 ワーストシナリオのリスクの
評価

ワーストシナリオについて、「起こりやすさ」と「起こった場合の重篤度」の観点からそれぞれ3段階で評価し、こ
れを掛け合わせた数値を「リスクの大きさ」とする

5 管理手段の決定

リスクの大きさに応じ、しかるべき管理手段を検討する。特にリスクが大きい項目については、一例として以
下のような管理手段によって対応する
Q:具体的な品質管理プランを策定する
T :FD（Food Defense）として、高度なアクセス制限や監視カメラ設置等を行う
V :FF（Food Fraud）として、伝票の突合や内部トレーサビリティによるロット管理、マニフェスト発行による

廃棄物管理等を行う

6 管理手段に関する文書整備
と運用 管理手段を実行に移すための手順書や計画書、記録のためのフォーマットを作成し、これを運用する

【表3】Q／T／Vの視点からのリスクの洗い出し・評価・対策の検討

【表4】Q／T／Vについて記載した危害要因分析表



RMFOCUS Vol.82 〈2022 Summer〉　26

食品安全マネジメント

6 パターン④：
委託先管理の形骸化

⑴落とし穴

HACCP導入の手順11では「検証方法の設定」が求められる
が、原材料の製造を社外の事業者に委託している場合などは、
そうした事業者も検証すべき対象となる。ただ、委託先に対し定
期的な監査や力量評価を行うことは、委託元・委託先の双方に
負担を生じさせる。そのため、「長年の納入実績があるから」など
の理由で、監査等が徹底されず、管理が形骸化してしまうことが
ある。

⑵生じうるトラブル

適正な監査や力量評価が行われないと、委託先において必要
な衛生管理が徹底されず、こうした状態の放置により、「入荷した
原材料に異物が混入していたことが判明し、当該原材料を使用し
た製品の自主回収」といったトラブルに発展しかねない。

⑶処方箋

委託先管理の形骸化を防止するため、原理原則に立ち返り、監
査や力量評価の仕組み・ルールを作成した上で、ルールに基づき
適正な評価や監査を実施することが望ましい。

これら監査や力量評価は、原材料の調達先に限らず、全工程の
製造委託（いわゆるOEMやPB）、定期的な防虫防鼠の管理や設
備メンテナンス等、当該製品製造の一部もしくは全部の管理を委
託する事業者（以下、外部提供者）に対しても行っていくことが求
められる。

具体的には、表5で示した管理項目について仕組み・ルールの
作成や見直しを行うことが考えられる。

なお、力量評価の結果、設定した基準に達していないことが判
明する場合もありうる。納期やコストの関係から他社への切り替
えが難しい場合は、監査や受入れ検査の頻度を上げるなど、当該
事業者の管理をさらに徹底することが必要になる。

7 おわりに
–HACCPの次に目指すべきもの–

本文でも一部触れたが、HACCPは衛生管理の手法であるた
め、食品安全に関するあらゆるリスクについて対応できるもの
ではない。事業者として万全の食品安全を実現するためには、
HACCPに加えて、食品事故が発生した場合の原因究明や対象
製品の範囲を特定するためのトレーサビリティの把握、意図的
な異物混入等（食品テロ）に対する食品防御についても取り組み
が必要である。また、法令等に準拠した適切な食品表示、食品事
故発生時における損失の最小化に向けた緊急時対応の整備も
求められる。

そのためには、ISO22000、FSSC22000等の食品安全マネジメ
ントシステムの導入と運用が有効となる。すでに制度化がなされ
たHACCPとは異なり、これらのマネジメントシステムを導入して
いる事業者は多くはない。食品安全実現はもちろんのこと、他の
事業者との差別化の観点でも導入を検討する価値があるとい
え、本稿で紹介した処方箋に沿った取り組みを行った上で、食品
安全マネジメントシステムの導入と運用は、次に目指すべきものと
して視野に入れる価値があるといえる。

以上

管理すべき
項目

具体的な内容
（例）

力量評価

・コスト／生産実績／リードタイム／事故発生率・内容／
食品安全マネジメントシステム（FSMS）に関する体制等
の評価項目

・評価項目に対する定性的／定量的な評価基準（数値化）
・選択基準（ランク付け）とランクに基づく管理方法（監査

や受入検査頻度等）

監査

・監査項目や監査頻度
・監査結果に基づく改善要求の内容や期限
・改善要求に対する外部提供者の取組状況の確認方法
・監査を踏まえた外部提供者の再評価

【表5】外部提供者に関する管理項目とその内容（一例）

参考文献・資料等

1）厚生労働省「HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化」
＜https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000662484.pdf＞
（最終アクセス2022年5月19日）

2）厚生労働省「HACCP導入のための手引書」＜https://www.
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098735.html＞（最
終アクセス2022年5月19日）

食
品

安
全

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト



27　RMFOCUS Vol.82 〈2022 Summer〉

上海ロックダウンとBCPの重要性

要旨
▪上海市では新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、市全域を対象としたロックダウンが実施され、市民生活や事業

活動に甚大な影響が及んだ。
▪世界的にコロナ禍が収束に近づく中でのロックダウンは、多くの企業にとって「想定外」であり、事業継続やサプライ

チェーンマネジメントの面で様々な支障が生じた。
▪近年のリスクイベントをグローバルに俯瞰しても、今般のロックダウンほど、多数の企業が同時かつ長期間の事業停止
（または停止に近い状態）を強いられた例は稀であり、「想定外」に備えるＢＣＰのあり方を問う上で得られる教訓は少
なくない。

▪本稿では、ロックダウンにより企業の事業継続にどのような影響が及んだかを振り返り、そこから得られる教訓を踏ま
えてＢＣＰをどう整備すべきかについて説明する。

上海のロックダウンが企業に与えた
影響とBCP見直しの重要性

１ ロックダウン前後の状況／
ロックダウンの推移

ゼロコロナ政策を推進する中国では、スマートフォン保有者の
位置情報等を国家の身分証システムと連携させ、国民の行動履
歴や他人との接触歴を把握してきた。これにより、感染者や濃厚
接触者を早期に特定し、速やかに隔離を行う対策が可能となり、
他国と比べても感染者の発生を低い水準に制御していた。ところ
が、オミクロン株が主流となった2022年初頭より、多くの地域で
感染者が急激に増加し、感染者が確認された居住区や工場が封
鎖される状況が各地で続発する事態となった。

上海市内におけるロックダウン前後（2022年3月1日～5月25日）
の新規感染者数の発生状況は次頁図1のとおりである。

3月中旬から新規感染者数が急増したことから、当初「ロックダ
ウンは行わない」としていた上海市政府は方針を一転し、3月末
より市全域を東西二つのエリアに分けて、各エリアを4日間ずつ

瑛得管理諮詢（上海）有限公司［インターリスク上海］
経理　　　　　　　　　　阿

あ べ

部 龍
り ゅ う の す け

之介

ロックダウンする措置が実施された。ロックダウンは、自宅からの
外出を禁止し、バスや地下鉄といった公共交通機関も大部分を
停止するという厳格な内容であった。市当局の発表から数時間
後にはロックダウンが開始されたため、多数の市民・企業にとっ
ては、必要な対策を講じることもできずにロックダウンを迎えるこ
ととなった。さらに、ロックダウンは4日を過ぎても延長され、その
まま約60日（約2カ月）以上も継続されることとなった。

4月中旬より感染者が一定期間発生していない地域では自宅
周辺に限定した外出が認められ、5月上旬より一部製造業の操業
再開が認められるなど、本稿執筆時点（2022年5月下旬）で封鎖
の緩和に向けた対応も徐々にではあるが進みつつある。

なお、上海市の会見（5月16日）で、「5月中旬以降：ロックダウ
ンの範囲縮小、6月初めから6月中下旬：正常な生活・生産を再開

（ロックダウン全面解除）」を目指す方針が示されている。
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上海ロックダウンとBCPの重要性

 2 市民生活への影響

短期間のうちにロックダウン実施にシフトしたことにより、「急
に外出ができなくなる」「宅配・物流がストップする」など、生活面
に大きく支障をきたす状況が発生した。これにより、食料を含む
生活必需品の確保にも事欠く状況となった。

ロックダウンが市民生活に及ぼした影響（一例）について、表1
に記載する。

3 事業活動への影響

上海市の会見（3月15日）では、ロックダウンを実施する可能性
に関する記者からの質問に対し、当局担当者が「中国経済（世界
経済）への影響を考慮し、ロックダウンは実施しない」旨の回答
をしていた。また、ＳＮＳ上でもロックダウンに関する情報を当局
が否定し、噂を流布した市民を処罰するなどの動きもみられたた
め、多くの市民はロックダウンは実施されないものと考えていた。

しかし、会見以降も感染者数の増加傾向に変化が見られず、当
初の方針を変更し、ロックダウンを実施することとなった。なお、

【図１】新規感染者の発生状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （出典：上海市政府の公表内容を基に筆者作成）

【表１】ロックダウンが市民生活に及ぼした影響（4月末時点）

区分 状況

食料品・日用品
◦ネットスーパーの商品が短時間のうちに完売した
◦政府からの食料配給の頻度・内容がエリアにより異なった
◦食料品と比較し、日用品（トイレットペーパー、乳児用おむつなど）の入手が困難であった

医療 ◦多くの医療機関が閉まり、医療サービス（慢性疾患、ケガ・病気への緊急対応）を受けられなかった
◦ＰＣＲ検査で陽性と判定された後の対応・流れが不明瞭であった（隔離場所や対象者などのルールが流動的）

移動（市内）
◦地下鉄やバスなどの公共交通機関が運行を停止した
◦病院や空港などへの移動許可が出た場合でも、移動手段（ハイヤーなど）を見つけることが困難、かつ高額であった
◦「封鎖解除」に該当するエリアでも、自由に外出できなかった

従業員の心理
◦封鎖期間が長期化し、心身の健康維持が困難であった
◦封鎖期間に関し、先の見通しが立たず、精神的なストレスが大きい
◦長期間にわたり、直接人と話す機会がなく、孤独感を感じた

その他 ◦直近に渡航した赴任者（帯同家族）の居留手続き等を進められなかった
◦子どもが学校に登校できないため、学業面に不安がある（一部、オンライン授業あり）

（出典：上海商工クラブ実施「上海市封鎖管理による事業への影響等に関する実態把握（第2回）」を基に筆者作成）
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ロックダウンは「前日20時ごろ：公表、翌朝5時：開始」という、非常
に短期間のうちに実施にシフトした。

このように、「ロックダウンを実施しないとしていたが、短期間の
うちにロックダウン実施にシフトしたこと」「4日間の予定が2カ月
弱にわたって封鎖が継続されていること」といった状況を事前に
想定することは極めて困難であり、長期間出社ができないことを
前提とした事前対策を十分に講じることができた企業は多くな
いものと考えられる。

なお、本稿執筆時点でも、外出に関する制限（1家庭1人外出可
の人数制限、外出可能時間の指定など）は厳しい状況である。ま
た、業務復旧・操業再開に関する申請を行い、許可を得た場合で
も、1度オフィスや工場に入ると外に出ることができないなどの制
約があり、自由に出社して業務を行える状況ではない。6月以降に
かけて徐々に状況が改善されていくものと考えられる。

ロックダウンが事業活動に及ぼした影響（一例）について、表２
に記載する。

表２は、現地法人への影響に関するものであるが、ロックダウ
ンは現地にとどまらず、サプライチェーンを通じて日本や他国にお
ける生産などにも影響を及ぼした。具体的には、日本の主要メー
カーにおいて、「国際物流の滞留により部品類が届かず、工場操
業を停止した」「国内在庫がなくなり、お客さまに商品を供給でき
なかった」などの事態が発生した。

【表２】ロックダウンが事業活動に及ぼした影響（4月末時点）

（出典：上海商工クラブ実施「上海市封鎖管理による事業への影響等に関する実態把握（第2回）」を基に筆者作成）

区分 状況

工場操業
（事務所含む）

◦操業許可を得られたが、一部の稼働（在庫出荷、中間品の仕上加工）にとどまった
◦（少人数の）従業員が工場立ち入りを認められたが、製造ラインの操業再開を認められなかった
◦従業員が工場に泊まり込みで操業した（一度工場に入ると、外出不可）
◦駐在員、現地社員ともに移動制限（「外出許可」「通行証」の許可がおりないなど）により出勤できなかった
◦操業が完全に停止していた。操業再開の申請も対応できていない
◦事務所拠点は、全面在宅勤務としている企業が多かった。一部、泊まり込み＋在宅勤務で対応している企業もあった
⇒工場の操業にあたっては、バブル方式（外部の人たちとの接触を遮断）の対応が必須であった。自社でＰＣＲ検査が実施可

能、かつ従業員が生活できる環境（食事・シャワー・ベッドなど）を準備する必要があり、非常にハードルが高く、操業する場
合でも少人数での対応とせざるを得なかった

物流／
サプライチェーン

◦代替港（空港）について検討したが、輸入登録や税関上の問題等を考慮すると、手続き等に要する期間が読めないことか
ら、実質代替が困難であった

◦他港を活用する場合でも、上海へ入境する物流に制限があり、利用が困難であった
◦市内外の車両（政府発行の特別通行許可証が必要）が不足し、車両手配が困難であった
◦代替配送や運転手の特別手当などもあり、物流コストが高騰していた
◦物流倉庫が休止しているため、港・空港へ貨物を搬送できなかった
◦事務所・工場が封鎖されていたため、物流関係業務に必要な処理・対応（社印押印、伝票発行、ＰＣ業務など）を行うことが

できなかった
◦部品・半製品等の供給に支障をきたしたため、上海以外の顧客や自社他拠点（国内外）の操業にも影響が及んだ

間接業務

◦銀行業務が一部停止したため、給与支払い、取引先への送金、売掛金の回収等を行うことができなかった
◦短期間の封鎖を想定していたため、社印、電子署名発行端末などを会社に保管しており、これらを使用する対応を進められ

なかった
◦金融機関との対応について、通常と異なる方法・流れで処理を進める必要があるものがあり、個別にやり取りが発生した
◦口座を所有する銀行が閉鎖されていたため、日本本社への会計報告を進めることができなかった

その他

◦先行きに見通しが立たず、業務復旧に向けた計画を立てることができなかった（顧客への具体的な回答にも支障があった）
◦封鎖解除後も通常操業・営業に戻るまでは一定の時間がかかることが想定され、業績面等に大きな不安がある
◦封鎖時期が日本の年度替わりと重なっており、多くの帰任者・赴任者の移動・手続き（ビザ・招聘状等の発行）が滞った
◦新規赴任者の各種手続き（銀行口座開設、中国ＳＩＭカード入手など）を進めることができなかった。これらの手続きが進ま

なかったため、生活環境の確保・維持にも支障が発生した
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今般のロックダウンでは、多くの企業にとって、モノ（印鑑、
USB等）、場所（オフィス、工場）といった経営資源が、事業継続の
ボトルネック（重要業務の遂行を阻害する要因）となり、テレワー
クのみで重要業務を継続するためのインフラ整備（ノートＰＣの
確保、電子認証の仕組みづくり等）がリスク対策として不可欠で 
あることが改めて認識された。ロックダウン自体は想定外であっ
たかもしれないが、結果事象型ＢＣＰの考え方に沿って経営資源
ごとに対策を講じることにより、感染症（ロックダウン）に限らず、
その他のリスク（例：自然災害、火災）、さらには現時点では予見
できない新たなリスクが顕在化した際にも、あらかじめ検討して
おいた事業継続対策を活用できる。特に、実際にロックダウンを
経験した現地法人にとっては、「バッドシナリオ」やボトルネック
は、想像力に頼るのみならず、実体験を踏まえた抽出が可能とな
るため、今このタイミングで結果事象型ＢＣＰの検討を進めると
特に効果的である。

結果事象型ＢＣＰの検討フローを以下に説明する。

①重要業務の選定（絞り込み）
結果事象型ＢＣＰ検討の出発点は、緊急時にも継続すべき「重

要業務」を選定することである。効果的な事業継続対策を講じる
ためには、重要業務をできるだけ絞り込むことが肝要である。重
要業務は、真に停止が許容されない業務に限定し、「ある程度先
延ばしできる業務（通常と異なる方法で対応可能な業務）」は除
外するといった割り切りも必要である。なお、この検討は、リスク
管理を主管する部門だけでなく、部門により重要業務が異なるこ
とを踏まえ、社内の主要部門ごとに実施するべきである（重要業
務の例：人事部＝給与支払、財務部＝資金繰り・対外支払、製造
部＝重要製品の生産）。

なお、重要業務の選定にあたっては、その業務がテレワークで
も遂行できるのか、必ず出社を要するのかを線引きし、後者によ
り注目することが必要である（表３）。ロックダウンを例に引くまで
もなく、後者の方が事業継続の難易度が高く、より高度な事業継
続対策を検討しなければならないからである。

上海ロックダウンとBCPの重要性

4 ロックダウンを踏まえた事業継続計画
（ＢＣＰ）の見直し

本稿執筆時点では、ロックダウンはまだ解除されていないため、
その影響を総括するには早いかもしれないが、企業のＢＣＰにつ
いて検討する上では、少なくとも以下の教訓が得られたと考えら
れる。

◆「想定外」のリスクイベントが今後も発生しうる前提に立ち、
「想定外」に対応できる事業継続対策を検討すべきである。

◆海外拠点の事業停止は、サプライチェーンを通じ、日本
本社や取引先にも影響が波及するリスクがある（特に製
造業）。このリスクに対する復旧戦略の検討は、サプライ
チェーン全体を俯瞰して管理する立場にある日本本社が
主体となるべきである。

上記2点を踏まえたＢＣＰ見直しのポイントについて、以下に説
明する。

⑴「想定外」に対応できる事業継続対策

これまで、日本企業のＢＣＰは、あらかじめ想定したリスクに対
してＢＣＰを用意する手法（原因事象型ＢＣＰ）が主流であった。
しかし、今般のロックダウンのように事前に想定することが難し
いリスクに対しては、そもそも原因事象型ＢＣＰを整備すること
が困難である。原因事象型ＢＣＰのこのような弱点を補いうる手
法として、結果事象型ＢＣＰがある。結果事象型ＢＣＰとは、原因
となるリスクイベントにより生じる結果を起点として、事業継続
対策（緊急時の応急対策・平常時からの事前対策）を検討する手
法である。何らかのリスクイベントの発生により、社員が出社でき
ない、重要な設備・備品が使えない、システムを利用できない、オ
フィスや工場が利用できないといった事業停止に陥る恐れがあ
る「バッドシナリオ」を、経営資源ごと（ヒト、モノ、システム、場所、
外部リソース等）に抽出し、個々のバッドシナリオに対して緊急時
の応急対策・平時からの事前対策を検討しておく考え方がこれに
あたる。

部門 重要業務 目標復旧時間 業務遂行可能場所

人事
総務部

給与の計算・支払 毎月25日迄 自社拠点のみ（事務所）
賞与の計算・支払 − 自社拠点のみ（事務所）

＜補足説明等＞
給与計算は、会社Aに外注
毎月20日までに前月の勤怠記録を会社Bに送付する必要あり

【表３】各部門での重要業務の検討（例）　※青字:検討例
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②ボトルネックの把握と事業継続対策の検討
重要業務の遂行に必要不可欠な経営資源に着目し、経営資源

ごとの事業継続対策を検討する分析手法をボトルネック分析と
いう（検討フォーム例は表４を参照）。

今般のロックダウンを経験した現地企業であれば、通常と異な
る条件（＝長期にわたり出社できず、テレワークのみに依存）で重
要業務の継続を試みた経験を基に、「どの経営資源が自社・自部
門の重要業務のボトルネックとなるか」をできるだけ具体的に洗
い出し、事業継続対策を検討することをお勧めする。ボトルネック
を具体的かつ細分化して洗い出せれば、ロックダウン以外のリス
クにも有効である。

ボトルネック分析も、重要業務の選定と同様に、社内の主要
部門ごとに実施し、部門特有の課題を洗い出すことがポイント
となる。

③検討内容の集約、対策の検討・実施
各部門より抽出されたボトルネックを集約することにより、全

社的にどういった事象が事業継続の妨げとなるかを把握するこ
とができる。部門間で共通のボトルネックがある場合には、対策
も共通化できる可能性がある。

まずは、ボトルネック事象をふまえた「緊急時の応急対策」「事
前対策」を部門課題（部門ごとの対応で解決できそうな課題）、全
社課題（単一部門の対応では解決が難しく、経営判断を要すると

思われる課題）に分類して、組織としてどのレベルで対策を検討
するべきかを整理する必要がある。また、「緊急時の応急対策」が
ない、もしくは実効性が低いと思われる場合には、「事前対策」を
重点的に検討する必要がある。また、現地法人が実施したボトル
ネック分析の結果（特にグループとして対策の検討を要するよう
な事前対策課題）は、課題への対応を現地法人任せにせず、本社
もしっかり関与することが重要である。

⑵サプライチェーン全体への影響を考慮に入れた事
業継続対策

日本企業の海外拠点におけるＢＣＰ整備は、現地法人の自主
的な取り組みに委ねられており、日本本社が十分に関与してい
ないケースが多い。しかし、今回のロックダウンからもわかると
おり、現地工場の生産が停止すると、その影響は日本の国内生
産等にも波及するリスクがある。したがって、海外拠点のＢＣＰ
整備を現地法人任せにしてはならない。サプライチェーンを維
持するための事業継続対策は、日本本社が主体的に検討する
必要がある。

製造業を例に取ると、ある生産拠点が事業停止した場合の復
旧戦略は、現地復旧、代替生産、生産委託、事業撤退の四つに大
別できる（次頁表５）。

①重要業務名 給与計算・支払

②経営資源 ③ボトルネック事象 ④緊急時の応急対策 ⑤事前対策

ヒト
人事部長 出社できず、システム上の承認が

行えない
出社可能な上位者（総経理等）が代
理承認する

代行順位者を定め、システムに権
限登録しておく

人事部・支払担当
（1名のみ） 出社できず、出金処理が行えない 出社可能な人事部員が代わって対

応する
支払業務の実施要領を文書化して
おく

モノ 出金用ＵＳＢ
（1個のみ）

出社できず、出金用ＵＳＢが使用で
きない （対策なし） ＵＳＢの緊急時事前持ち帰りルール

を定める

システム 人事専用システム
（スタンドアロンＰＣ内）

出社できず、システムを使用できな
い （対策なし） 社外からＶＰＮ接続でシステムを利

用できるよう改める

データ 前月勤怠記録
（紙ベースのみ）

出社できず、前月の勤怠記録が参
照できない 基本給のみ暫定払いする 勤怠記録を電子化し、在宅で参照

可能にする

場所 オフィス 立ち入りできず、支払作業が実施
できない （対策なし） テレワークで給与計算・支払を完結

できるよう業務フローを改める

その他 給与計算代行会社 給与計算代行会社が機能停止する 基本給のみ暫定払いする 給与計算代行会社へＢＣＰ整備の
有無を確認する

【表４】ボトルネックの把握・事業継続対策の検討フォーム例　※青字:検討例	 	
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四つの復旧戦略のうち、現地法人が単独で検討・実施が可能
なものは「現地復旧」のみである。したがって、海外拠点のＢＣＰ
を整備するにあたっては、「現地法人は、早期の現地復旧を実現
するために必要な事業継続対策の検討に注力する」、「日本本社
は、早期の現地復旧が困難となるケースに備えて、代替生産をは
じめとする復旧戦略の実現に向けた準備を行う」といった役割分
担、目標設定を実施しておくことが重要である。

特に「代替生産」戦略を実行するにあたっては、一定の予算確
保が必要であるほか、代替生産体制の整備にも相応の時間を
要すると思われるため、中長期的な計画立案が不可欠である。

5 結果事象型ＢＣＰを整備する上での
注意点

海外事業を取り巻く環境は、長期化するコロナ禍や今般のロッ
クダウンのみならず、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけとした国
際情勢の緊迫化、これらに伴うサイバー攻撃の増加、経済安全保
障やデカップリングの動き等、日増しに不確実性を増している。結
果事象型ＢＣＰでは、リスクイベントの種類を問わず、事業継続対
策を検討することが可能であるため、海外事業の不確実性、想定
外に備える手法として、その重要性はますます高まるだろう。

最後に、結果事象型ＢＣＰの検討を進める上での注意点につ
いても触れたい。結果事象型ＢＣＰは事業継続対策（重要業務の
継続策）を検討する手法としては有効である一方、業務継続の前
提となる「社員らの人命安全／健康の確保をどのように実施する
か」の検討には必ずしも最適とは言えない。ヒト、モノ等の経営資
源が利用できなくなったらどうするかという「結果」を起点として
対策を検討する手法であり、リスクの顕在化から「結果」に至る過
程における実施事項の検討には不向きとされるためである。

したがって、結果事象型ＢＣＰの整備にあたっては、自然災害、
火災、感染症といった代表的なリスクに対しては、発災時を起点
として時系列で実施すべき事項（例えば火災であれば、初期消
火、避難誘導、救援救護、通報、点呼・安否確認）をto-doリストの
ような形で整理することをお勧めする。

以上

戦略 説明 主な対応主体

現地復旧 現地工場を復旧し、早期の操業再開を図る（現地工場の復旧が比較的短
期間と想定される場合） 現地法人（現地工場）

代替生産 日本国内や他国のグループ工場での代替生産を行う（現地工場の復旧
に長期を要すると想定される場合）

日本本社生産委託 同業他社等へ生産委託する（汎用性の高い製品を生産している場合）

事業撤退 工場の復旧を行わず事業撤退する（比較的収益性の低い製品を取り扱っ
ている場合等）

【表５】現地生産拠点被災時の復旧戦略（製造業の場合）
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要旨
▪省エネ・省資源を超えてサーキュラー・エコノミー（循環経済）への展開が求められている。背景には資源制約顕在化、

環境意識変化、技術革新、再エネ普及、サステナブル・ファイナンス浸透、倫理的消費の姿勢、等がある。そして3R（リ
デュース、リユース、リサイクル）の徹底とそれを超える動きが顕在化している。

▪日本では法体系として、基本的枠組み、一般的仕組み、個別特性に応じた各種リサイクル法がある。直近ではプラス
チック循環促進法が施行された。プラスチックの有用性は高いが使い捨てが多く、海洋汚染等が深刻化しており、これ
らの問題への対処の動きが活発化している。

▪EUは成長戦略の一環として循環経済を位置付け、2020年には循環経済アクションプランを公表した。廃棄物処理に
は国土の広さといった諸事情が影響、主要先進国では一部欧州や日本が先進的である。循環経済の動きは国連等の
後押しもあって世界的なものになりつつある。

▪循環経済は企業の成長モデルにも有用である。注目分野には電池リサイクル（特にEV向け）、バイオマス発電、太陽光
発電がある。それぞれ循環経済への貢献に期待がかかるとともに、採算性や廃棄時期の集中といった課題も抱えてお
り、新技術の進展が待たれる。

サーキュラー・エコノミーの現状
循環経済でSDGs、企業成長を推進する動き

基礎研究レポート

循環経済のこれまでと最近の進展1

⑴省エネ・省資源から循環経済へ

SDGs（持続可能な開発目標）に対する意識が高まり、CO2と
いった温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラル
を目指す動きが活発化している。そうした環境下、国際連合（国
連）や国・地域等の政策が注目されるとともに、再生可能エネル
ギー（再エネ）の導入を中心とした先進的企業の動向が多く確
認されている。そしてエネルギーだけではなく、広く製品・サー
ビスの提供に関して企業戦略とその具体的実践という視点か
ら「サーキュラー・エコノミー」「循環経済」という考え方に注目
が集まりつつある。

循環経済への動きは今に始まったものではなく、1970年代に

その動きが特に活発化していた。1972年に国際的な研究機関
であるローマ・クラブ（本部：スイス）が報告書「成長の限界」を
公表し、現状の人口増加・経済成長・環境破壊が継続すれば資
源枯渇・環境悪化で100年以内に成長の限界に達すると警鐘を
鳴らした。その後、1973年10月に勃発した第4次中東戦争で第
一次オイルショック（石油危機）が発生し、日本でも物価は大き
く上昇、戦後初のマイナス成長に陥った。日本はエネルギーを
大きく輸入に依存しており、資源の制約に対する意識が特に高
まった。

1978年末以降にはOPECによる原油値上げが進み、翌年、
翌々年にはイラン革命、イラン・イラク戦争が勃発、その影響で
第二次オイルショックが発生し、世界的には第一次オイルショッ
ク以上に物価上昇・経済不振が深刻化した。しかし既に省エ
ネ・省資源に注力していた日本は他の先進諸国に比較すると混
乱は小さく、省エネ・省資源面で一時優位に立つことができた。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
基礎研究部 基礎研究グループ
シニア研究員  　　 　　　　　　中

な か が わ

川 淳
じゅん
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循環経済への移行には省エネ・省資源だけでは不十分であ
る。オイルショック以降の日本ではまずは資源のリサイクル（再
利用）が注目された。ただ当時のリサイクルはやや守りの姿勢が
強く、廃棄物の拡大の抑制と回収、その後の廃棄物の適切な処
理促進にとどまる面があった。それはすなわち大量生産・大量
消費・大量廃棄の線形経済を基本としながら効率化し、一部循
環経済を取り入れていくという発想である。それに対し、近年は
マクロ的には線形経済から循環経済への移行、企業のビジネ
スモデルとしては一方通行モデルから循環モデルへの転換が
提唱されつつある。

⑵循環経済に注目が集まる背景

循環経済に注目が集まる背景は多様であり、図１のような複
数の要因をあげることができる。ただそれらは相互に関連して
いる部分が多く、単独で要因を構成しているとは限らない。

資源制約の顕在化、経済安全保障の重要性については2022
年2月のロシアのウクライナ侵攻でよりいっそう意識されるよう
になっている。環境・社会・企業統治を重視するESG投資、持続
可能性を高める金融（サステナブル・ファイナンス）は循環経済
を下支えし、環境意識変化・SDGs・カーボンニュートラルの考
え方がそれらを促進する。そして再エネの普及、デジタル技術・
グリーンイノベーションは循環経済の可能性を高めている。ア
ジア諸国のプラごみ受け入れ停止といった動きは循環経済が
途上国でも強く意識される例の一つとなり、また世界的に倫理
的消費といった方向に消費者の姿勢が変わることは循環経済
を草の根から強化する一助となることが期待されている。

⑶3R（Reduce、Reuse、Recycle）の徹底

1970年代、2回のオイルショックが生じた際、日本では資源制
約に敏感となり、リサイクルに注目が集まった。加えて1990年
代以降、廃棄物発生量の増加が止まらず最終処分場が不足す
る事態が予測されたことからさらに意識が高まり、リサイクル
だけに頼るのではなく、そもそもモノの消費を減らし、かつ再
利用することが重要で、最後にリサイクルにという姿勢への転
換が生じた。それが1R（Recycle）から3R（Reduce、Reuse、
Recycle）へという考え方である。

2000年、日本政府は政策面において循環型社会形成推進基
本法を制定、3Rに関しリデュース、リユース、リサイクルの順で
優先し、その後に、熱回収（サーマルリサイクル、燃やすことに
よる処分で熱エネルギー等を回収すること）、最後に適正処分

（適切な場所での埋め立て等）に移ると定めた。そういった政
策面での後押しもあり、日本で3Rが徹底される動きが強化さ
れ、廃棄物が削減されたことは評価すべきであろう。

たとえばその証左として、経済産業省「循環経済ビジョン
2020」によると「2017年の一人当たりの都市ごみ発生量は
欧州、米国、我が国では、それぞれ489kg/人、746.6kg/人、
335.8kg/人であった」と紹介されており、廃棄物量は先進国対
比で低水準となっている。また時系列的な進展を確認するため
に2000年度と2018年度の物資フローを比較すると、天然資源
等投入量が削減され、最終処分は56百万トンから13百万トンに
大きく減少している（次頁図２）。

⑷3Rを超える動き

現在では3Rの徹底による廃棄物の抑制だけでは十分ではな
いという問題意識が出ており、日本政府の「プラスチック資源循
環戦略」（2019年5月公表）では3R+Renewableが提示されて
いる。これは再生可能な材料・資源を利用すべく、設計段階から
工夫する必要があるという考え方であり、生産者サイドからの
視点である。具体的にはプラスチックの場合、植物由来の原料
で作られたバイオマスプラスチックを使った製品を設計すると
いうものが代表例であり、紙や木材で作られたものも該当する。

さらに3Rの範囲を超えるべきではないかという各種の動き
が消費者サイドから出ており、例えばRefuse（不用品を受け取
らない）、Repair（修理する）といったものがある。Refuseはご
みの元となるものを買ったりもらったりしないというもので、エ
コバッグやマイボトルの利用でレジ袋や使い捨て容器・ボトル
を使わないといったことが該当する。Repairは服・靴・バッグ・
家具・家電製品等を修理して長く使用し、できる限り廃棄物と
しないというものである。これは消費者だけではなく修理業者、
リフォーム業者等にとってもビジネス機会であり、実際にチェー
ン展開している業者も出てきている。3RにRefuse、Repairを
加えたものを5Rと呼ぶこともある。

資源制約の顕在化

経済安全保障

ESG 投資 環境意識変化

SDGs、カーボンニュートラル

再生可能エネルギー

の普及進展
デジタル技術

グリーンイノベーション

海外からのプラごみの

受入停止（アジア諸国）
倫理的（エシカル）消費

消費者の姿勢変化

サステナブル・ファイナンス

【図１】循環経済の背景となる要因　　　 （ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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 循環経済の法制度・現状、
プラスチック問題2

⑴日本のリサイクル等に関する法制度

1960年代に日本において産業公害が問題となり、1967年に
は公害対策基本法が成立し、公害問題に対する規制を中心に
政策が推進された。しかしその後も様々な環境問題（土壌汚
染、廃棄物不法投棄、地球環境問題、等）が発生、焦点は公害
問題だけではなく広く環境全般に拡がり、1993年に環境基本法
が成立した（公害対策基本法は廃止）。

そして廃棄物・リサイクルに関する基本的な法として2000年
に循環型社会形成推進基本法が制定され、2001年1月に施行
された。その後に成立した関連する法体系は図3のとおりで 
あり、基本的枠組みを定める循環型社会形成推進基本法、 

一般的な仕組みを確立する廃棄物処理法・資源有効利用促進
法、個別の特性に応じた各種の個別リサイクル法、となってい
る。また需要面での促進策としてグリーン購入法があり、国等
が調達において環境負荷ができるだけ低い製品・サービスを優
先することを定めている。

2021年6月にはプラスチック資源循環促進法が公布され、
2022年4月に施行された。容器包装リサイクル法にもとづくレジ
袋有料化（2020年7月から）では多量利用事業者には定期報告
義務が課せられたのに対し、プラスチック資源循環促進法では
対象となる事業者（前年度、年間5トン以上を使用）の努力義
務、たとえば消費者への有料での提供、不要とした消費者への
ポイント還元等の取り組み、消費者に対する情報提供といった
ものが示されているに過ぎない。ただし実際には企業イメージ
の向上を考慮する各企業によるプラスチックの使用削減の動き
が見られる。この法律では使用削減対象の「特定プラスチック

【図２】日本における物資フロー（2000年度、2018年度）
（出典：環境省（2021）「令和3年版 環境白書･循環型社会白書･生物多様性白書」（2021年6月公表）P.184より抜粋）

＜基本的枠組み＞

・基本原則、・国の施策
・国・地公体・事業者・国民の責務

＜一般的仕組み＞

廃棄物の適正処理 ３Rの推進

・廃棄物の抑制・適正処理 ・再生資源リサイクル
・処理施設規制、業者規制 ・容易な構造/材料
・一般廃棄物は市町村、 ・分別回収の表示、等
産業廃棄物は業者に処理責任

＜個別のリサイクル法＞

＜国等の調達による促進＞

・グリーン購入法：低環境負荷製品等を優先

循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

容器包装 空き缶・びん、段ボール、PETボトル等。

家電 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯
機・衣料乾燥機、が対象。

食品 食品関連事業者が対象。

建設 解体・新築時に分別・再資源化。

自動車 比較的再資源化進む。フロン等は問題。

小型家電 ベースメタル、貴金属、レアメタル。

【図３】循環型社会形成のための法体系
（出典：環境省（2021）「令和3年版 環境白書･循環型社会白書･生物多様性白書」等を参考にMS&ADインターリスク総研作成）
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使用製品」として12品目が指定されている（ストロー、フォーク、
ナイフ、スプーン、マドラー、ヘアブラシ、等）。

⑵リサイクルの種類

リサイクルにもいくつかの種類がある。日本では一般的に「マ
テリアル」「ケミカル」「サーマル」の三つに分類される（表1）。

日本はサーマルリサイクルの比率が高く、環境保護団体や欧
州では批判的に受け取られることが多い。EUではマテリアル
リサイクルを「Recycling」と呼び、その他は「Recovery」とす
るのが一般的である。再生利用という観点のみでは確かにマ
テリアルリサイクルに優位性があるが、再生利用のためには一
定のエネルギーを使うことが必要になることから、全体を勘案
したライフサイクルアセスメント（LCA）が必要となる。海洋プ
ラスチック問題対応協議会「プラスチック製容器包装再商品
化手法およびエネルギーリカバリーの環境負荷評価（LCA）」

（2019年3月）ではサーマルリサイクル（エネルギーリカバリー）
も一定のCO2削減効果があり、プラスチックの分別が難しい 
場合、焼却による処分はやむを得ない点を指摘している。した
がって廃棄物の状況に応じた各種リサイクルの適切な組み合わ
せが重要であろう。

⑶リサイクル分野の成長性

リサイクル分野は注目分野であるが、全体には急成長して
いるとまでは言えない。経済産業省「循環経済ビジョン2020」

（2020年5月公表）ではその背景として「有価性の高い一部の
金属等を除き、再生資源そのものにより収益性を確保できる事
業環境とはなっていない」「地域単位で責任ある静脈システム
が構築されている一方、小規模分散化している面」もあると指
摘している。

環境省の将来推計でも、環境産業自体はこれからも成長して
いくとしているが、成長する分野の多くは「地球温暖化対策」で
あり、「廃棄物処理・資源有効利用」の成長は限定的（年率成長
率+0.2%）と考えている（図４）。特に「廃棄物処理、リサイクル」
は今後マイナス成長となる（年率▲1.0%）と予想している。これ
は産業のサービス化が進むことでモノの比重が減ることに加
え、3Rの内、Reduce、Reuseが進めば廃棄物自体が出にくく
なるといった要因もあることから、循環経済の進行によって従
来のリサイクルビジネスはむしろ後退するという逆説が成り立
つことを意味しているといえる。

⑷プラスチック問題の深刻化

①プラスチックの利便性
プラスチックの強みは、安価であること、軽量であること、清潔

で利用しやすいこと、多くの場合に腐食しにくいこと、等があげ
られる。実際に多くの用途で使われ、また2020年春から新型コ
ロナが世界的にまん延した際、ディスポーザブル（使い捨て可
能）とすることができるため衛生面から重宝されたことは記憶
に新しい。

一方、プラスチックは安価で利便性があるという理由で使い
捨てされることが多い。そのために適切な利用だけでなく、そ
の後の適切な処理・廃棄が必要となる。なぜなら腐食しにくい
性質のため、外部に捨てるだけでは少々時間をかけても自然に 

【表１】リサイクルの種類（日本での分類）

マテリアルリサイクル
（物理的／材料）

◦廃棄物を処理し、同様な用途の原料として
再生利用

◦全く同じ製品にする場合は「水平（レベル）
リサイクル」と呼ぶ

ケミカルリサイクル
（化学処理）

◦廃棄物に化学的処理を行なって再利用
◦製鉄所で還元剤として利用、油化やガス化

して燃料・化学原料として利用、生ごみ・畜
産糞尿のバイオガス化、等を含む

サーマルリサイクル
（熱回収／エネルギー
回収）

◦廃棄物を焼却炉で燃やし、発生する熱で発
電・温水に利用

◦固形燃料とすることも含む
（各種資料を参考にMS&ADインターリスク総研作成）

【図４】環境産業の国内市場規模将来推計
（出典：環境省（2021）「環境産業の市場規模・雇用規模等の推計結果の概要について（2019年版）」（2021年6月公表）より抜粋）
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帰るということが期待できないからである（後述の生分解性プ
ラスチックの場合を除く）。

②プラスチックの廃棄実態と問題
プラスチックの適切なリサイクルが望ましいことはいうまで

もないが、日本では2019年時点で再生利用のリサイクルは限ら
れ、一般社団法人プラスチック循環利用協会の資料によると、
サーマルリサイクル（熱回収／エネルギー回収）が6割を占める

（表２）。単純焼却、埋め立ても一部残る。そしてそれ以外はそ
もそも回収されておらず外部に捨てられるため、「流出」してし
まうことになる。

サーマルリサイクルを含めた「有効利用」は85%であり、その
中でマテリアルリサイクルできているのは22%に過ぎない。一方
で「未利用」が15%を占める。時系列で未利用の割合を確認す
ると改善傾向にはあり、2005年の42%から、2010年には23%へ、
さらに2019年には15%と低下している。

③プラスチック問題の将来リスク
流出したプラスチックは広く外部環境に出てしまうことがあ

り、現在は海洋汚染に特に焦点があたっている。海洋プラス
チックでまず問題として注目されたのは海洋生物がプラスチッ
ク製品によって被害を受けていることである。たとえばウミガメ
がプラスチックの漁網に引掛かり生存が危うくなっていたり、海
洋生物の内臓の中からプラスチック製品が多く出てきたり等の
映像が衝撃を与え、海洋プラスチック問題への関心を高めた。

しかしより対処が難しいのが、海洋に出たプラスチックが細
かく分解され、回収が難しいマイクロプラスチック（5mm以下の
微細なプラスチックごみ）となるという問題である。プラスチッ
クは劣化するとバラバラになり細かくなってしまうが、それが
海洋に多く含まれるようになっている。その他にプラスチック製
品製造のために使われる粒（レジンペレット）、製品の原材料と
して使用されるマイクロビーズが排水とともに海洋に流れ出て 

しまうこともある。これらは結果的に生態系全体（含む人間）に
影響を与える。

マイクロプラスチックは食物連鎖を経て多くの生物の中に蓄
積し、最終的には人間の中にも蓄積されることになる。そのマイ
クロプラスチック自体に毒性はなくとも、多くの毒性のある物質

（残留性有機汚染物質）をプラスチックが吸着し濃度を高めて
しまうことがある。またプラスチックに加えられた添加剤等の一
部は有毒である可能性も指摘されている。そうしたことから海
洋等へプラスチックを流出した企業がその責任を将来問われ
ることになるリスクは否定できない。

⑸プラスチック問題への対処の動き

プラスチック問題への対処にはまさに3R+Renewable、すな
わちプラスチック利用減、再利用、再生利用と再生可能な製品
設計が重要である。

たとえば環境にやさしいプラスチックとしてバイオプラス
チック等が話題になっている（表3）。この中で、バイオマスプ
ラスチックは再生可能な生物資源から作られる点はカーボン
ニュートラルに貢献する。しかし生分解性を持たない場合は海
洋流出等の問題解決とはならない。またトウモロコシのように
食料にもなるものを原料としている場合、食料を求める動きと
競合することになってしまう問題がある。

生分解性プラスチックは自然に帰る性質があることから海洋
流出問題等の解決の糸口とはなる。しかし生分解性される条件
は材料によって異なり、酸素が少ない海洋では分解されにくい
ものが大半である。しかも生分解性プラスチックが通常のプラ
スチックと混合して使われる場合（耐久性の問題からそういう
ケースがある）、むしろマイクロプラスチック化しやすいという問
題もある。

そうしたことから、プラスチックの製品開発だけでなく、プラス
チックを代替する製品の開発（例：紙製・木製のもの）、水平リサ
イクル（プラスチック→プラスチック）の推進、といった地道な動
きが必要である。

 

【表２】日本におけるプラスチックのリサイクル状況（2019年）

【表３】バイオプラスチック等の定義

（出典：日本バイオプラスチック協会「バイオプラスチック概況」（中央環境審議
会循環社会部会プラスチック資源循環戦略小委員会、2020年9月19日配布資
料）等を参考にMS&ADインターリスク総研作成）

バイオプラスチック バイオマスプラスチックと生分解性プラス
チックの総称

バイオマスプラスチック
バイオマス原料（主に植物から生まれた再
生可能な生物資源、除く化石燃料）から製
造されるプラスチック。その原料が環境に
やさしい性格を持つ

生分解性プラスチック
一定の条件下で微生物によって生分解

（biodegradable）されるプラスチック。
最終的にはCO2と水にまで変化するため、
その性質が環境にやさしい性格を持つ

リサイクル
種類 内容 各内容

割合
リサイクル 

種類
有効利用・

未利用
マテリアル
リサイクル 再生利用 22% 22%

85%

ケミカル
リサイクル

高炉・コークス炉
原料／ガス化 3% 3%

サーマル
リサイクル

ガス化（燃料利用） 1%

60%
固形燃料／
セメント原・燃料 21%

発電焼却 31%
熱利用焼却 8%

未利用
単純焼却 8%

15% 15%
埋め立て 6%

（出典：一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックリサイクルの基
礎知識 2021」を参考にMS&ADインターリスク総研作成）
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EUその他各国の政策3

⑴循環経済をリードするEUの政策

EUは2008年のリーマンショックによる経済の落ち込みから
復活すべく、2010年に「欧州成長戦略」を策定、その中に資源効
率性の向上がポイントとして含まれていた。それを受け2011年
に「資源効率性の高い欧州に向けたロードマップ」を策定し、目
標達成手段として循環経済を目指すことになった。

そして2015年、「サーキュラー・エコノミー・パッケージ」を公
表、循環経済への方向性を示す行動計画を出した。これは2030
年に向けた成長戦略の核として循環経済を位置付けるもので
ある。内容は、生産（製品デザイン、製造プロセス）、消費（適切
な情報開示）、廃棄物管理（法令）、再生材利用、イノベーション
促進となる投資資金・調達等を循環経済にむけて改良すること
を目指すものとなっている。

その後2019年12月にフォン・デア・ライエンがEUの欧州委
員会委員長に就任、六つの優先課題を公表した。その優先
課題は、①欧州グリーンディール、②人々のための経済、③デ
ジタル時代にふさわしい欧州、④欧州的生き方を推進する、 

⑤国際社会でより強い欧州となる、⑥欧州の民主主義をさらに
推進する、というものであった。さらに2020年3月、欧州グリーン
ディール、および新産業戦略を受け「循環経済アクションプラ
ン」を公表した。これは2015年のパッケージにおける行動計画
の成果を踏まえつつ、さらに具体的なものへとアップデートさ
れたものである。

そういった経緯から循環経済アクションプランは環境政策
というよりも、経済政策に環境政策を織り込んだものという性
格が強く、また国際ルール形成の主導権を狙うという意図もあ
るといえる。特に世界全体への影響が大きいと考えられるのが

「修理する権利」の確立、EV用バッテリーのリサイクル材利用
の要請であり、注目する必要がある。

⑵各国の廃棄物処理

廃棄物の処理については各国の事情により差がある。たと
えば広大な国土を持つ国では埋め立てによる処理が経済効
率性から有利であり、国土に限りがある国では埋め立ての適
地が少なくコスト高となりがちである。また経済の発展度合い
や環境に対する考え方の違いによっても処理方法は影響を
受ける。図５はOECD（経済協力開発機構）加盟国で2018年の

【図５】OECD加盟国の廃棄物処理（2018年）
（出典：OECD iLibraryのEnvironment at a Glance Indicators内Circular economyの資料からMS&ADインターリスク総研がグラフ
を作成）
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データがある国の廃棄物処理に関する統計数字を「埋め立て
（Landfill）」の比率が高い順に並べたものである。処理方法の
定義が各国で必ずしも正確には一致しない可能性があるが、
一定の傾向は見て取れる。

北欧、ドイツ、ベネルクス3国（ベルギー、オランダ、ルクセンブ
ルク）、オーストリアといった欧州の国々の埋め立て処理比率が
低めであり、日本も低い。ただ日本はそれらの国に比べエネル
ギー回収（サーマルリサイクル）の比率が高く、堆肥による処理
が少ない点が異なる。一方、相対的に経済発展がこれからの国
やカナダ・米国のように国土が広い国の埋め立て比率は高めに
なっている。

 

循環経済のビジネス4

⑴アクセンチュア提唱のビジネスモデル

循環経済を応用したビジネスに関する書籍の先駆けとして
ピーター・レイシー／ヤコブ・ルトクヴィスト（2016）があり、その
中でサーキュラー・エコノミーに関してアクセンチュアの五つの
ビジネスモデルが紹介されている。それらのビジネスモデルは
資源、製品ライフサイクル価値、キャパシティ、潜在価値を効率
的、効果的に利用し優位性を構築するものである（表4）。

⑵注目されるトピックス

循環経済に関する様々なトピックスのうち、特に注目すべき
ものとして①EV向け電池リサイクル、②バイオマス発電、③液
晶パネルの廃棄集中問題について紹介したい。

①電池リサイクル（特にEV向け）
電池リサイクルの採算性は現時点では厳しいが（特にリチウ

ムイオン電池）、電池を使うEV（電気自動車）が普及すれば使
用済み電池が大量に発生し、リサイクル需要が増える。また資
源制約からリサイクル材料の需要が拡大しリサイクルの規模の
経済性も高まるため、十分なビジネス機会となる。

EUでは、電池はリサイクル材料の利用比率を高める規制の
対象となっており、経済安全保障を含めて考えると世界各国で
リサイクル材料の利用を進める動きが強まることが予想され
る。リサイクルの対象はリチウム、ニッケル、コバルト、マンガン
等が主なものであるが、現時点では溶融後回収する技術が主
流で効率性およびCO2排出に関し問題が残る。ただし新技術が
出つつあり、徐々に効率性の問題を解消していくことが期待さ
れる。

日本では2021年、電池のエコシステムを構築しリサイクルの
標準化活動を行なうことを目的に一般社団法人電池サプライ
チェーン協議会が発足した。政策面では経済産業省が2022年
1月、「蓄電池のサステナビリティに関する研究会」を新設してい
る。EV向け等に需要が急増する蓄電池の持続可能性を高める
ことが目的であり、蓄電池の回収、リユース、再資源化、リサイク
ル材の使用等、「グリーン成長戦略」内で制度的枠組みを含め
て検討している。

②バイオマス発電
バイオマス発電は、木質燃料（木くず等）・バイオ燃料（トウモ

ロコシ等）・バイオガス（生ごみ、糞尿等から）といった可燃性の
もの（またはガス化したもの）を焼却しエネルギー回収すること
から、それは再エネに該当し、廃棄物の処理にもなる。しかし材
料が育つときにCO2を吸収するものの、焼却時にはCO2を排出
することは否定できず、木質燃料等を収集し作る方法次第で
は全体としてCO2排出超過になるとの指摘がある。木質燃料を

①サービスとしての製品
（Product as a service）

企業自体が製品を保有し、それを製品サービスとして顧客に提供し利用料を徴求するビジネスモデル。
リース、レンタルやサブスクリプション・ビジネス（定期課金）が該当する。製品を企業が管理することから
メンテナンスが適切に行なわれ、製品寿命が延びるといった資源の有効利用効果も期待できる

②シェアリング・プラットフォーム
シェアリングのためのプラットフォームを構築し、取引に対し手数料を徴収するビジネスモデル。遊休資産
の有効利用につながる。期待できる顧客層は保有より使用を重視する若年層、保有コスト（たとえば駐車
料金）が高い都市部顧客である

③製品寿命の延伸
製品を長く使ってもらい使用期間中に価値を回収するビジネスモデル。長持ちするプレミアム製品の提
供、リファービッシュ（改造）製品の再販売、中古品の再販売、アップグレード、リフィル（詰め替え）、修理、と
いった方法がある

④回収とリサイクル
副産物や廃棄物の流れを最適化し、そこから利益の潜在力を最大化するビジネスモデル。リサイクルと
アップサイクルを通じ、原材料の漏出を削減、製品の回収フローの経済価値を最大化できる。従来の一般
的リサイクルビジネスに近い

⑤循環型サプライチェーン 再エネ、バイオ素材といった再生可能な原材料を利用したビジネスを構築するビジネスモデル。そういっ
た原材料を提供・利用する供給業者が優位性を持つ

（出典：ピーター・レイシー/ヤコブ・ルトクヴィスト（2016）を参考にMS&ADインターリスク総研が要約・整理）

【表４】サーキュラー・エコノミーの五つのビジネスモデル
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回収・製作する際、廃材や林地残材を利用する場合は問題が 
ないが、林の材木を伐採する場合はその後に植林等を適切に
行わない限りCO2吸収が弱まる。また日本の場合木材を運ぶコ
ストが高いため、木材が多い地域にバイオマス発電所を設置し
た小規模分散型とならざるをえないという問題がある。そのた
め国内のバイオマスにこだわると規模の経済性を発揮すること
が難しい。

またバイオ燃料を作る場合もトウモロコシやサトウキビは本
来食料用に使用できるものであるにもかかわらず、燃料として
使用することに対する批判もある。その点で生ごみや家畜等の
糞尿、汚泥から発生するバイオガス（主にメタンガス）を利用し
たエネルギー回収は循環経済の中で大きな役割を果たすこと
ができる。ただし生ごみ等の輸送コストが高く、またガス生成後
に生じる液体肥料（窒素、リン酸等の成分を含む）の供給先が
確保できていないとその処理にもコストがかかるという弱みが
ある。

③太陽光パネルの2040年問題
再エネの主力でもある太陽光発電事業は比較的手掛けやす

く、再エネ普及に重要であり、循環経済を推進する上でも必要
なものである。一方で将来、大量廃棄される太陽光パネルのリ
サイクルが課題になると予想されており、「太陽光パネルの2040
年問題」ともいわれる。2012年から再エネの固定買取価格制
度（Feed-in Tariff、FIT）がスタートし、太陽光パネルが大量 
に導入された。パネルの寿命は25-30年程度といわれており、
2040年前後に大量に廃棄される時期を迎える。

環境省は、解決すべき点として1）リユースの適正化・低コスト
化、2）有害物質（鉛等）への対処、3）廃棄物の処理能力の確保、
4）銀等の有用金属の回収、5）最終処分場の容量確保、6）撤去・
廃棄費用の積立不足による放置・不法投棄、を指摘している。
現在は再エネ特措法の改正によって廃棄等費用の積立が一定
規模以上の発電事業者に義務化されており、制度として2022
年7月に施行される。

現時点ではほとんどのパネルが埋め立て処理されているの
が現実である。しかし当然ながらリサイクルされることが望まし
い。リサイクル手法・装置の開発が始まっており、徐々に処理能
力の高いものが考案されつつある。大量廃棄が始まる前の段階
ではリサイクル技術の開発が本格化しにくいため採算も当面厳
しいという問題はあり、その点はEVバッテリーのリサイクル問
題と同様である。しかしパネルの大量廃棄は今から想定すべき
事態であり、技術開発の進展に期待したい。

 

今後の展望5

SDGsを意識した場合、省エネ・省資源のみでは持続性に限
界があることが明らかであり、特に各種の資源価格が高騰し
その有限性が意識される時代では循環経済の実現は重要な 
テーマである。幸いに各種の再エネが着実に増加し、安定電源
としての問題点が現時点では残るものの多様なエネルギーの
確保が可能となりつつある。また多くのリサイクル技術も進歩し
つつある。したがって循環経済は高度化してきており、各国政
府や企業、各種団体の取り組みが一層強まることが期待でき
る。そしてそれらの活動を支える金融業界で循環経済を支援す
る動きが拡大しており、保険業でも取組事例が出てきている。

資源の制約から解放され、人々が自然環境を守りながら豊か
な日々を過ごすことができる道筋の一つとしてこれからも循環
経済に注目したい。
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（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）
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火災・爆発

●総合化学メーカーグループ会社の工場で爆発（宮崎県）
宮崎県にある総合化学メーカーのグループ会社の工場で３月１日午

後１時５０分ごろ爆発が発生、建屋が全壊し、近くにいた関連会社の３０
代男性社員のほか、５０代男性２人が軽傷を負った。周辺民家や公共施
設など６９棟で壁の破損などの被害が出た。県警は３月４日、地元消防と
合同で現場検証した。爆発原因や、同社の安全管理に問題がなかった
か調べる。

同社は２日、記者会見し、爆発が起きた建屋で保管していたのは爆薬
の原料となる液体状の「ニトログリセリン」約２,０００キロと「ジエチレン
グリコールジナイトレート」約１,１００キロで、合計でダイナマイト約３万
本分に当たると明らかにした。

●市場火災　木造密集、延焼しやすく（福岡県）
福岡県にある市場で４月１９日未明に大規模な火災が発生し、市消防

局などによると、市場一帯の約２割に当たる約１,６００平方メートルを焼
損し、飲食店など４０店超が焼けた。市消防局は２１日、同日午後７時半に
鎮火が確認されたと発表した。

出火から約６５時間後と鎮火が遅れた要因の一つとして延焼範囲の
広さが挙げられている。焼け落ちた一帯には、各店舗が連なって長屋
のようになった構造の木造建物が並んでいた。実況見分をした市消防
局の担当者は「（つながっている）屋根裏を通じて、思った以上に火が
回っている」と話す。加えて、火災による多数のがれきが消防活動の妨
げとなった。発生時間が未明で店の関係者が少なく、シャッターなどで
閉められていた店内の確認作業にも手間取ることになった。トタン屋
根で覆われていた建物が多いことから、閉じ込められた状態になって
いる火が消えているか一枚一枚めくって調べていたことも、鎮火確認
に時間を要する一因となっていた。

　

地震・噴火・津波

●パプア　大規模噴火　潮位変化　気象庁、警戒呼びかけ
気象庁は３月８日、日本時間の同日午後６時５０分頃、南太平洋のパプ

アニューギニアのマナム火山で大規模噴火が発生したと発表した。噴
火による噴煙の高度は約５万フィート（海抜約１５キロ）という。午後１１時
現在、サイパン島など日本への経路上の観測地点では目立った潮位
変化は観測されていない。

１月のトンガ近海の海底火山の噴火では、気象庁が津波警報・注意
報を発表しない段階で鹿児島県奄美市小湊で１メートルを超える潮位
変化が観測された。そのため同庁は、津波警報・注意報の発表の有無
にかかわらず、潮位変化に警戒するよう呼びかけている。

●宮城・福島で震度6強　東北新幹線脱線、影響長期化も　
宮城県登米市や福島県相馬市などで３月１６日深夜に震度６強を観測

した地震が発生、４人が死亡し、少なくとも計１０７人がけがをした。東北
新幹線の列車が脱線し、１７日の始発から一部運転を見合わせた。影響
は長期化する可能性がある。高速道路などでも被害が出ている。

鉄道会社によると、東京発仙台行きの東北新幹線が福島駅―白石
蔵王駅間で脱線した。７８人が乗っていたがけが人はいない。同線は一
部区間の上下線で運転を取りやめ、運行する区間も本数を大幅に減
らす。今後、脱線車両の復旧や設備の点検をする予定。橋脚などが損
傷しており、全面再開までは「相当の時間がかかる」（同社）見込みとい
う。他の在来線も一部区間で運転を見合わせた。

東北地方の高速道路は広い範囲で通行止めになった。白石市の東
北自動車道では約５０メートルにわたり路面のひび割れが発生した。

原子力規制庁などによると、東京電力福島第１原発の２号機で使用済
み核燃料プールの冷却が停止し、その後復旧した。福島第１原発５号機
と第２原発の１号機と３号機、東北電力女川原発１号機のプールの冷却
も一時停止したが復旧した。

東電と東北電の管内では一時約２２０万戸が停電した。東電管内は１７
日未明に解消した。東北電管内では正午時点で約５,７００戸が停電して
いる。

経済産業省は地震の影響で、東北電の原町火力発電所（福島県南相
馬市）など１２の火力発電所が一時停止したと発表した。

気象庁によると石巻港で３０センチ、仙台港では２０センチの津波が確
認された。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

●観光船事故　消息を絶ち沈没（北海道）
４月２３日午後１時２０分ごろ、北海道・知床半島沖を航行していた観光船

（１９トン）から、「浸水している」と第１管区海上保安本部（小樽市）に救
助要請があり、約１時間後に連絡が途絶えた。同本部によると、同船に
は子どもを含む乗客乗員２６人が乗っており、巡視船と航空機が周辺海
域の捜索を続けている。

その事故を受け、北海道運輸局が実施したウトロ漁港を拠点とする
小型観光船運航３社に対する監査で、海上運送法、船員法に基づいた
指摘事項の詳細が６月３日、明らかになった。道運輸局が公表し、改善
を求めた。

指摘事項は、１社当たり１～９件と差がある。海上運送法の関連は、風
速や波高などの運航可否判断の記録が残されていなかったり、船員
の安全教育の実施や記録に不備があったりしたケース。船員法の関連
は、２０２２年４月に改正された労務管理記録簿の様式が守られていない
事例、航海前検査などを記録した航海日誌が船内に保管されていな
い不備があった。

事故を受けて実施された５月１７日の緊急安全点検は、大型観光船 
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運航業者も含めた４社に対して１２件の指摘を行っていた。この日まで
におおむね改善が報告されたという。

製品安全

●大手自動車メーカー　エンジン不正　排ガス・燃費測定　11万台、回
収検討（東京都）
大手自動車メーカーは３月４日、トラックやバスのディーゼルエンジン

の性能を実際より良く見せるため、不正行為を行っていたと発表した。
不正な手法で排ガスや燃費のデータを測定し、国土交通省から認証
を得ていた。一部車種は国の環境基準を満たしていない恐れがあり、
リコール（回収・無償修理）を検討する。国交省は同日、実態解明に向
けて同社工場への立ち入り調査などを行うと発表した。

同社によると、不正が行われたのは中型トラック向けエンジン１機種
と、大型トラック・観光バス向けエンジン２機種。中型トラックや大型観
光バスなどに搭載されている。国内の累計販売台数は約１１万３,０００台
で、同業他社メーカーの大型観光バスでも使われている。走行や安全
性に問題はないとしている。同社と同業他社メーカーは、不正があっ
たエンジンを搭載したトラック、バスの出荷を停止した。

不正は、耐久性を測る試験にもかかわらず試験の途中で浄化装置
を新しいものに取り換えたり、実際より燃費の数値が良くなるよう測定
装置を不正に操作したりしていた。いずれも、遅くとも２０１６年から行わ
れていたという。同社では今後、外部の有識者で調査委員会を設置し
て不正の経緯や原因を調べる。

●チョコレート菓子300万個　自主回収
大手食料品輸入・販売会社（東京）は５月１３日、チョコレート菓子でガ

ラス片の混入が判明し、同じ製造ラインを使っている３製品を含む計
約３００万個を自主回収すると発表した。歯が欠けたとの報告があり、該
当の商品を食べないよう呼びかけている。

　

業務遂行上の事故

●取水施設漏水　農業用水の供給、２週間ぶり再開（愛知県）
愛知県は、５月１７日、豊田市にある矢作川の水門「明治用水頭首工

（とうしゅこう）」で大規模な漏水が発生し、流域９市３町の１３１事業所に
工業用水を供給する「西三河工業用水」の取水ができず、給水が全面
停止する恐れがあると発表した。大手自動車メーカーは１８日夕、部品
を生産する本社工場の稼働を停止するなど影響が広がっている。

愛知県の取水施設の大規模漏水で、明治用水土地改良区は５月３０日、
農業用水の供給を約２週間ぶりに再開した。ただ、取水量が限られてい
るため一斉供給はできず、地域を四つに分け、３日おきに順に通水する。

不正・不祥事

●大手土木工事会社（東京都）会長らに賠償命令＝舗装カルテルで株
主代表訴訟―東京地裁
大手土木工事会社が道路舗装に使うアスファルト合材の価格カル

テルを結んだとして、公正取引委員会から課徴金納付を命じられた 

問題で、同社会長と元取締役３人に同社への賠償を求めた株主代表訴
訟の判決が３月２８日、東京地裁であった。同裁判長は請求を認め、４人
に最大で計約１８億３,０００万円を支払うよう命じた。

同裁判長は、同社会長が過去に財務部長や執行役員を務めており、
価格カルテルの存在や内容を認識していたと指摘。２０１１～１５年、独禁
法違反（不当な取引制限）となる行為を黙認したと認定し、「法令順守
義務に違反した」と判断した。

元取締役３人についてもカルテルに従って販売価格の引き上げ方針
を決定し、社内通達で指示したなどとし、いずれも賠償責任を認めた。

判決によると、同社は２００８～１５年、同業他社との間で価格引き上げ
の幅や時期を確認。公取委は１９年７月、同社に約２９億円の課徴金納付
を命じた。株主は２０年１２月、会社法に違反するとして、同社会長ら４人
を相手取り提訴した。

　

サイバー攻撃

●大手自動車メーカー国内全工場停止　部品会社にサイバー攻撃か
大手自動車メーカーは、部品メーカーのシステム障害で、部品の

供給を受けられなくなったため３月１日に国内全１４工場２８ラインの
稼働を停止すると発表した。サイバー攻撃を受けた可能性があると
いう。同社は２日以降の稼働については、状況を見て判断するとして
いる。

システム障害が起きたのは、樹脂部品などを製造する協力企業。同
協力企業の担当者は２８日夜、「サイバー攻撃とは断定できないが、社
内のシステムが何らかの攻撃を受け、不具合が生じているのは事実」
とした。

大手自動車メーカー広報は、「同社のシステムに異常はない」として
いる。同社の国内全工場が１日停止することによる影響は１万３,０００台
に上るという。

この影響で、グループ企業も３月１日に国内２か所の完成車工場の稼
働を停止すると発表した。影響台数は明らかにしていない。２日以降の
稼働について、同社の広報担当者は「未定」としている。
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大手部品メーカーのドイツ現地法人が不正アクセス被害に遭ったこ

とがわかった。現地従業員が３月１０日に確認し、内部情報が盗み出され
たとみられる。１４日までに生産事業への影響はないが、同社は被害の
詳細について「調査中」としている。

同社によると、被害に遭ったのは、ドイツで自動車部品の販売や開
発などを手がける子会社。身代金を要求するウイルス「ランサムウェ
ア」によるサイバー攻撃とみられ、同社は、外部とのネットワークを遮
断し、現地の捜査当局に被害届を出した。

情報セキュリティー会社（東京）によると、ハッカー集団が１３日、運営
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情報を盗み、１６日に公開するとの声明を出した。公開予定のファイル
名には、約１,０００人の関係者とみられる氏名も記載されている。
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Information

大木 清弘（おおき きよひろ）
東京大学大学院経済学研究科 准教授

【略歴】
東京大学 経済学部卒 東京大学大学院経済学研究科 修士・博士
課程修了 博士（経済学）、関西大学商学部助教、東京大学大学院
経済学研究科講師を経て現職。専門は国際経営、国際人的資源管
理論。
主な著書は『多国籍企業の量産知識：海外子会社の能力構築と本国
量産活動のダイナミクス』（有斐閣、2014年）（国際ビジネス研究学会
「学会賞（単行本の部）」受賞）、『新興国市場戦略論：拡大する中間
層市場へ・日本企業の新戦略』（共編著）（有斐閣、2015年）、『コアテ
キスト 国際経営』（新世社、2017年）など。

RMFOCUS（第82号）／2022年7月1日発行

発　行／　　　　　　　　　　　　　　　　      営業推進部
発行者／神野 真
編集長／榎田 貞春

【照会先】〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105
ワテラスアネックス
TEL ： 03-5296-8911（代表）／FAX ： 03-5296-8940 
https://www.irric.co.jp/

（無断転載はお断りいたします）

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉人的資本開示のISO規格（ISO 30414）公式パートナー企業として、人的資本経営コンサルティングを開始

参考　人的資本開示基準の11カテゴリー

MS&ADインターリスク総研株式会社は、株式会社HCプロ
デュース（社長：保坂 駿介）と提携し、ISO 30414公式パートナー
企業となりました。
企業価値の向上に向けて、企業は様々なステークホルダーか

ら人的資本経営やその開示を求められることとなりますが、今
後、そのような対応に向けた企業の取り組みをサポートすべく、 
人的資本開示のガイドラインに関する規格であるISO 30414公
式パートナー企業として、人的資本の経営および情報開示を支
援するコンサルティングを開始します。

１　背景：2022年は人的資本経営の元年

近年、企業価値に大きく影響する要素として、投資家は非財務
情報に注目しています。気候変動に対する取り組みについては
TCFDに基づき上場企業に対して開示ルールが定められ、次に
人的資本に関しても開示に向けた具体的なルールが整備されつ
つあります。2019年に人的資本の情報開示に関する規格として、
ISO 30414が誕生しました。アメリカでも2020年に証券取引委員
会にて人的資本の開示が義務化（Regulation S-K）され、さら
に2021年には下院にて「人材投資の開示に関する法律」が通過
し、人的資本8項目の開示に向けた議論が進められています。
日本でも、岸田首相が2022年中に非財務情報および人的資本
投資について開示ルールの整備を進めることを明言しています。
2022年5月には、人材版伊藤レポート2.0により人的資本経営の
実践方法に関する考え方が示され、政府の動きも加速していま
す。そのような状況を踏まえ、2022年は人的資本経営の元年と言
われています。
 

２　人的資本開示のISO規格（ISO 30414）の公式パートナー企業として、コンサルティングを開始

2022年5月より、在籍するISO 30414リードコンサルタント／ア
セッサーを中心に人的資本経営と情報開示についてのコンサル
ティングサービスを開始しました。これまでの国内有数のリスク
コンサルティングの実績を土台としつつ、人的資本のマネジメン
トと情報開示の推進という新たな企業ニーズにお応えしたサー
ビスを展開します。

【サービス紹介サイト】
https://www.irric.co.jp/lp/human_capital
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カテゴリー 開示情報の例

1 倫理と
コンプライアンス

苦情の種類と件数、懲戒処分の種類と件数
など

2 コスト 総労働力コスト、採用コストなど
3 ダイバーシティ 年齢、性別など

4 リーダーシップ リーダーシップに対する信頼、リーダーシッ
プ開発など

5 組織風土 エンゲージメント、定着率など
6 健康・安全・幸福 労災の件数、労災による死亡者数など
7 生産性 従業員1人当たりEBIT、人的資本RoIなど
8 採用・異動・離職 重要ポストの割合、離職率など

9 スキルと能力 人材開発・研修の総費用、研修への参加率
など

10 後継者計画 内部継承率、 後継者候補準備率など
11 労働力 総従業員数、 欠勤など
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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

ＴＮＦＤフレームワーク ベータ版を踏まえて
企業が取るべき対応

年間シリーズ

■企業に求められる人的資本の情報開示：新たなトレンドに備えよ
■ニューノーマル時代を生き抜くためのBCP
～BCTP（Business Continuity Transformation Plan）構築のすすめ～

■HACCP導入後の食品トラブルへの処方箋
■上海のロックダウンが企業に与えた影響とBCP見直しの重要性

基礎研究レポート基礎研究レポート

01574 5,150 2022.7（新）318

サーキュラー・エコノミーの現状
～循環経済でSDGs、企業成長を推進する動き～
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