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第１部 基調講演 ―先進的な事業継続の枠組みとその事例― 
「データ利活⽤による事業継続マネジメント(BCM)の⾼度化への期待」 
渡辺 研司(名古屋⼯業⼤学⼤学院⼯学研究科 教授) 

 

1.はじめに 

 BCP や BCM の必要性は、新潟県中越地震あたりから具体的にいわれてきまし
た。⼈の命や住⺠の環境を守るだけではなく、その地域の産業活動を守らなければ、
助かった⼈々がそこに働き暮らし続けることができないということで、内閣府が事
業継続ガイドラインを 2005 年に発表しました。内閣府はこのガイドラインにより、
経営者に対し、ただやみくもに復旧するのではなく、取引先や社会や地域に対して
⾃分たちが⾏っている商売へのインパクトをどれぐらいのレベルにとどめるのか、
⽬標復旧時間をどれぐらい置けばいいのか、それによってどのように⾃分たちのな
りわいを維持し、社会的使命を果たすのかを、数値⽬標としてきちんと⽰すことを
求めました。それに基づき、実際にさまざまな企業が数値⽬標を⽴てています。た
だ、策定率は相変わらず低いです。サプライチェーンや地域の中で 1 社だけが頑張
っても⽴ち⾏かないのが現実です。まずは、そういったネットワーク型社会におけ
る個別 BCM の限界についてお話しします。 

 それから、⼤都市圏にはさまざまなものが集中しています。ハードウェアもそう
ですが、特にフローです。それ故にセンシティビティ（感応度）が⾮常に上がって
いて、何か事が起こると連鎖的に障害が広がっていきます。この脆弱性が急増して
いるという話もしたいと思います。 

 最後に、⾃然災害は海外では”Act of God”といいます。神のなせる業なのでそれ
⾃体は仕⽅がないということです。ただ、今⽇は少し⼈的（⾮意図的・意図的）イ
ンシデントも含めた今後のレジリエンス向上の取り組みの重要性ということで、皆
さんと情報共有したり、都市の脆弱性を⾒るときに、このような要素も将来的には
⼊れていただきたいということをお話ししたいと思います。 
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2.ネットワーク型社会における個別 BCM の限界 

 世の中の活動、特に産業活動は、1 社で完結しているわけではありません（図表
1）。⼋百屋でも⿂屋でも、⾃分で採ったり釣ったりしてくるわけではなく、市場で
買ってきます。例えばこの（私が⼿にしている）キヤノンのリモコンも、⾃分で製
品を作っているわけではなく、ボタンを作っている⼯場、光源を作っている⼯場、
レーザーの注意喚起のシールを作っている印刷業者など、いろいろなところに外注
しています。このようなサプライチェーンやバリューチェーンはお互いに依存して
いるので、どこかが⽌まると全体が⽌まってしまいます。つまり相互依存性が増加
しているということです。 

 われわれの⽇常⽣活や社会経済活動が⾯だとすると、その下には、それを⽀える
重要インフラストラクチャー、つまりライフラインに加えて、電気やガス、⽔道、
通信、航空、⾦融、メディカルなど重要インフラの⾯があります。これを政府はサ
イバーの世界では 14 分野としていますが、そこにはクレジットカードや化学プラ
ントも含まれます。さらにそれを⽀える法規制や⾏政機能の⾯もありますが、これ
らはそれぞれ独⽴しているわけではなく、⾏政機能だとしても嘱託の職員がいます
し、重要インフラのガス会社だとしてもいろいろなものをアウトソーシングしてい
ますし、⾸相だとしても家族は⽇常⽣活の中で暮らしています。つまり、3 層構造
の間にも依存関係があり、みんながつながっているということです。相互依存関係
があるので、どこかで何かが起こると⾃分に降りかかり、⾃分に起こったことは⼈
に降りかかるということが多くなってきています。それはある意味、脆弱性といえ
ます。何もないときは⾮常に効率的なシステムですが、何か起こったときには、障
害を⾮常に拡⼤させるという意味の効率性に化けてしまいます。 
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 サプライチェーン、ネットワーク経由で障害は伝播し、そのスピードや範囲、影
響度はますます増⼤しています（図表2）。「広域」連鎖障害・災害も増加していま
す。広域というのは、防災の部⾨では地震の震源地からの距離や、台⾵であれば台
⾵の通過した物理的・地理的なエリアをいいますが、サプライチェーンや BCM の
世界では、熊本から横浜に⾶び、横浜からアメリカのアルバカーキに⾶びという物
の流れのところです。ネットワークについては、ノードとリンクを通じて電⼦的に
連鎖していくので少し様相が違いますが、構造は⼀緒です。それから、他者リスク
も増加しています。⾃分が⼀⽣懸命やったとしても、必ず誰かとつながっているの
で、他者のリスクが降りかかってきます。しかも、⾃分は⼤丈夫だろうと思ってい
る障害が、他者にとっては⼤変な障害である場合があります。直接の取引先であれ
ば⼤体分かりますが、その先になると契約関係がなくて⾒えないので、あるとき突
然障害が降りかかってきます。あるいは、⾃分が⼤丈夫だろうと思っていたお客さ
まのお客さまのお客さまに迷惑を掛けることがあります。そういう意味では、想定
外の事象も増⼤し、事前・⽔際対策の限界が⾒えてきています。決してそういう対
策を否定しているわけではありません。ラストワンマイルに全ての体⼒をかけるよ
りも、何か起こったことへの対応も同時にやらなければいけない、むしろそちらの
⽅が増えているということです。 
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 去年の⾃然災害では、物理的な被害もありましたが、世の中のヒト、モノ、カネ、
情報のフローが⽌まり⼤きな被害が出たという側⾯もあります（図表3）。⼤阪北部
地震のときは出勤時間帯に電⾞が⽌まり、鉄道会社は線路の安全点検が済むまで運
⾏を再開できませんでした。多くの会社員が電⾞を降りて歩いて会社に向かいまし
た。通信系の⼤きな会社でも、災害対策本部員が出社できず、災対本部の⽴ち上げ
が遅れたという話があります。⻄⽇本豪⾬のときは、鉄道や道路の東⻄のラインが
⽌まって物流が⼨断されました。台⾵ 21 号では、関⻄国際空港の連絡橋にタンカ
ーが衝突し交通不能になりました。これは物理的な被害です。また、関空が機能し
なくなったので、⽇本の航空貨物の取扱量が⼀気に減りました。成⽥や⽻⽥に振っ
てもそれほどキャパシティはないので、いっぱいいっぱいになったということです。 

 北海道胆振東部地震のときは全道がブラックアウトして、電気を使う産業、特に
乳業などが⼤打撃を受けました。結局、⾃家発電があったり、都市ガスによるコー
ジェネレーションシステムを導⼊していたようなところが事業継続ができたとい
う話があります。台⾵ 19 号では、JR ⻄⽇本がタイムラインを発動させました。こ
れは過去何度かやって結構批判を受けてきました。JR は最後まで動けというツイ
ートがたくさん流れたりしたのですが、JR が⽌まらないからみんな動こうとして
おかしくなるのだということで、台⾵ 19 号のときはそれなりにうまくいったと考
えます。ただ、JR ⻄⽇本が⽌まったにもかかわらず、⼀部の鉄道会社が列⾞を⽌
めなかったので、乗換駅では⼈があふれるような事案も発⽣しました。 

 災害対応として流れを⽌めるのはいいのですが、いろいろなものが依存し合って
いるときは、⽚⽅だけ⽌めても駄⽬なので、同期を取らないといけないということ
が多く⾒えたのが去年の事案だと思います。 
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 事業継続計画は策定率は低いと⾔いましたが、それなりに普及しています。企業
によって、内閣府のガイドラインに基づいたり、中⼩企業庁の指針に基づいたり、
ISO の認証を取っているところもありますし、内閣府の業務継続⼿引きに基づいて
策定している⾃治体もあります（図表4）。ただ、その計画は共有されていないと意
味がありません。BCP が発動した瞬間に、その計画どおりにホテルを⼿配したり、
災対本部を⽴ち上げたり、レンタカーを借りたり、本部を違うビルに移したりする
わけですが、共有されていないと、タイミングも違いますし、コミュニケーション
⼿段も違うということが域内で同時多発的に発⽣して、点でばらばらに継続しよう
としてしまいます。そうすると、情報の錯綜や希少リソースの枯渇が⽣じて、皆さ
んが欲しがるタクシーなどの交通や宿泊施設、ガソリン、重機建機などが計画どお
りに⼿に⼊らなくなります。調整機能がないので、取れるものは取りに⾏くし、み
んなが欲しいものは逆に遠慮するというような「すくみ」が発⽣します。そうする
と、全体の意思決定や対応の遅延が発⽣し、復旧・復興が地域全体で遅れてしまい
ます。 

 地震編やサイバー編などに分かれた分厚く⽴派な BCP をよく拝⾒します。⽴派
な計画を⽴てるのはいいですが、ただ個々の企業が復旧すればいいという話だと、
地域全体の復旧の不調和や⾮効率性、低品質といった問題が繰り返されるので、な
るべく柔軟性を持たせて、他の関連する組織や機関と連携していく発想が必要だと
思います。 
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 われわれの中部地⽅や京都では、官⺠でお互いに対等な⽴場で地域の産業を守っ
ていく取り組みがなされています（図表5）。災害が起きて避難所に⾏き、仮設住宅
に⾏って、さあこれから暮らすぞというときに地域の産業がなくなっていたら、そ
の地を離れざるを得ません。従って、企業には存続してもらわないといけません。
京都には名だたる企業がたくさんあります。彼らがいなくなると京都府⺠の雇⽤が
失われると同時に京都府には法⼈税が⼊ってこないので、財政が縮⼩してしまいま
す。それが分かっている⾃治体は対等な⽴場で企業に接しますが、中には上から⽬
線で補助⾦を出すから BCP を策定しろ、ひな形があるから埋めろというところも
あります。そういうところはちょっと危ないです。⺠間の単体だけでは難しいとこ
ろ、あるいは単体でやっても結局⾜を引っ張るようなところについては、地域全体
でそれを調整するような機能が必要です。 
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3.社会経済活動の⼤都市圏集中に伴う脆弱性の急増 

 ⼈⼝は⽇本全国で減っていますが、愛知県や名古屋は減り⽅が少し⼤きくなって
きています（図表6）。みんな東京に⾏くわけです。われわれの⼤学は名前からして
地元に残したい⼦たちを親御さんが送ってくるので、社名に東海や名古屋と付く企
業に⾏く⼈が多いですが、最近はやはり東京に出る⼈が多く、何もかもが集中して
います。特に東京は昼夜間の⼈⼝⽐率のギャップが⼤きいです。たくさんの⼈が働
きに来て、あるいは学びに来て、夜になると帰っていきます。2016 年度の東京都
は 118%ですが、これは檜原村まで⼊っているので、都⼼の千代⽥区だけでいうと
1461%です。埼⽟県は東京都に通っている⼈が多いので 89％と低いです。埼京線
が混んでいるのはそういうことです。主要ターミナル駅の乗降客数も、新宿駅は JR
だけで 1 ⽇ 80 万⼈です。これでは⼈はスムーズに流れません。新幹線も絶えず遅
れていますし、特に⼭陽新幹線系がよく⽌まるので、私はいつも「のぞみ」の 200
番台、300 番台、400 番台、すなわち東京−新⼤阪間を往復している新幹線を選び
ます。⼭陽まで⼊ってくると必ず遅れるからです。新幹線の定刻発⾞はもう⽇常的
に崩れています。それから、混雑率 180%を上回る路線が全国に 11 路線あります。
私が銀⾏員だったころは埼京線の混雑率が 200%以上でした。これだけ⼈がぎゅう
ぎゅう詰めになっている路線が全国に 11 路線もあります。 

 ⼈だけでなく、コンテナの取扱量も増加傾向です。既に飽和状態なので急増とい
うわけではありません。これに伴い、港湾機能の停滞が⽇常的に発⽣しています。
絶えず渋滞しているので、コンテナを運んだトレーラーが港湾まで⾏きつけないの
です。近くまで⾏って、船積みできるまでに 10 時間近くかかるというのが⽇常に
なってしまっています。どこかで何かが起こると、流れが滞留して⼀気にうねりに
なってしまうわけです。⼤阪府の地震のときは、⼈々は取りあえず出社しなければ
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ならないということで、淀川の橋をぞろぞろと歩いていきました。また昨年は⾸都
圏に、⼤雪警報が出て早帰りの呼び掛けがありましたが、早帰りが遅れた⼈たちが
4 時ごろに品川であふれたというケースもありました。早く帰すこと⾃体は良いこ
とですが、タイミングを間違えると⼤変危険です。あの⼤雪警報が出たとき、ある
英系の証券会社は社員に対して、「早く帰ってもいいが、ただしその判断は昼まで
にしなさい。昼までに帰らない⼈は、備蓄品もたくさんあるので、オーバーナイト
でステイしなさい」と指⽰しました。混み具合やターミナルの状況などの情報は、
事業継続上⾮常に重要です。不安定なところに、帰宅させないといけないという思
いだけで社員を帰すと、かえって危険なことに巻き込まれたり、途中で⽌まってし
まって帰れなかったり、出社もできないということになります。⽇々の⼈の動きや
コンテナの動き、道路の動きが絶えず⾒られるようになっていくと、事業継続のた
めのいろいろな判断がつきやすいだろうと思います。 

 外⼒×脆弱性＝リスクだとすると、どんなに⾃然災害や事故があったとしても、
脆弱性がなければリスクにはなりません（図表7）。砂漠の真ん中で落雷があったと
しても、そこに⼈間は住んでいないので、驚くのはアリ地獄の⾍ぐらいです。企業
における脆弱性は、建物やデータ、プロセスなどです。この辺にどういう脆弱性が
あるからどういうリスクがあるのか、そしてそれがビジネスに与えるインパクトが
どれぐらいなのかということを議論しないといけません。電気や⽔道、通信系の脆
弱性は、ビジネスインパクトだけでなくソーシャルインパクトになります。地域社
会においても、どのようなインフラがあり、それがどれだけ⽼朽化しているか、経
済・雇⽤構造や住居地、⼈⼝構成がどうなっているかということを議論しておかな
ければいけません。このあたりは静的（static）要素ですが、先ほどの⼈の移動や
ギャップ、駅の乗降客の動き、コンテナの取扱量、道路通過台数、積んでいるもの
の付加価値等、動的（dynamic）要素も⾒ていかなければいけません。⼤都市部で
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はそういう感応度が⾮常に⾼いので、⼤阪北部地震では、他の地震より規模の⼩さ
いマグニチュード 6.1 の地震でもインパクトが⼤きかったという話になります。 

 地震では難しいかもしれませんが、静的要素や動的要素を⾒なければならないと
いうときに⾮常に有効になるのが、国⼟交通省が提唱しているタイムラインです
（図表8）。迫りくるものに対し、やらなければいけないことを前倒しでやってしま
うか、後回しにするか。あるいは、その地域でなくてもできることであれば、他の
地域に⼈と機械を移設し、そこで代替⽣産をしていくか。官⺠連携で⾃分たちの産
業を守ろうというときには、このタイムラインでそれぞれの動きを同期させなけれ
ばいけません。社会のインフラと従業員の⽣活も含めて、どのタイミングでどう⽌
めて、その順番はどうで、ここを⽌めるならこの前で⽌めるというような、まさに
タイムラインのところを事前に調整するためのデータが欲しいと思っています。本
当に事が起こるときに、例えば台⾵ 19 号が来るというときに、上陸時間から逆算
して、その⽇は⼟⽇なのか暑い⽇なのかなど、そのときの状況に合わせて事前の計
画上はこうだけれども今回はこのように調整しようということをしていくための
データも提供していただくと、BCM 的にはありがたいと思います。 
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 デ活ほどではありませんが、JICA と JST からお⾦を頂いている SATREPS とい
うタイのプロジェクトがあります（図表9）。特に⼯業団地を中⼼とした地域に対し、
⽔害のハザードでどのようなインパクトがあり、それに対して利害関係者はどうい
う⾏動を取るかということを情報共有するためのプラットフォームを構築しつつ
あります。5 年のプロジェクトの 2 年⽬に⼊り、もうすぐ中間報告をしなければい
けません。このプロジェクトでは、イメージ的には、主要⼯場や主要倉庫、取引先
を記した地図にハザードマップを重ねると⼤体どんなことが起こるかが分かると
いうものを作ろうと思っています。重要業務の従事者がどこに住んでいるのかとい
うことも⾒なければいけません。その辺が⽔没するとその⼈が来られなくなるから
です。あるいは、⽔没して避難勧告が出るなら、早く帰さないとその⼈の⽣活に⽀
障を来すので、⾃分たちの物理的な位置情報に加えてリソースも⾒なければいけま
せん。従業員がどこに住んでいるか、変電所や積出港の位置、⽌まると⾃分たちの
ビジネスができないものは何か、それがどこにあるのか、来る災害の中でそれがど
ういうインパクトを持つのかということを可視化するような計算ロジックと、可視
化のツールを作り込もうとしています。 

 また、⽔に漬かると爆発したり有害なガスを出すような危険物質についても把握
してマップに落とし込もうとしています。そういうものはタイの⼯業省も把握して
いますが、われわれが⽬指すダイナミックな把握の仕⽅ではなく、きちんと管理し
ているかということだけを⾒ています。われわれはこれをダイナミックに使って、
⽔が近付いているのでこの危険物質を 2 階に上げなさいとか、違う倉庫に持って
いきなさいということを呼び掛けていただいたり、万が⼀反応して爆発した場合に
は、その原材料の⽐重や⾵向きを⾒てどの⽅向に⾏くかを推測して、その地域の⾃
治体に避難勧告を出していただくということも考えています。ハードウェアとフロ
ーとストックがどう動くかということを地図に落として⾒ることができるような
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データがあると、事業継続やそのプランを⽴てるとき、実際の対応やリカバリーの
ところで⼤変有意義なインプットになると思います。 

 

4.⼈的(⾮意図的･意図的)インシデントも含めた今後のレジリエンス向上の取り組
みの重要性 

 ⼈的インシデントだけでなく、セキュリティやセーフティの考えもないと、広義
で捉えたときのレジリエンスの要素は満たされないかもしれません。ISO の TC292
は、今は番号は変わりましたが、技術委員会でずっと議論しているところの⼀番⼤
きな概念の定義です（図表10）。社会セキュリティを守るためにどのような標準化
が必要かということで、いろいろな標準化ができている中に BCM がありますし、
林先⽣(防災科研理事⻑)はパブリックウォーニング（公共に向けての警報）の出し
⽅や、国によって異なるカラーコーディットアラート（危ない⾊や安全な⾊）を統
⼀されたりしています。ここでの社会セキュリティは、「意図的及び偶発的な，⼈
的⾏為，⾃然現象及び技術的不具合によって発⽣する，インシデント，緊急事態及
び災害から社会を守ること，並びにそれらに対応すること」と定義されています。
従って、事業継続の基本スタンスは、⾃然災害の技術的な障害やテロ攻撃も含めて
いるということです。社会的セキュリティの枠組みは、「社会的セキュリティの設
計、実践、モニタリング、レビュー及び継続的改善を⾏うための基礎及び組織内の
取決めを提供する⼀連の構成要素」と定義されています。今回のデ活で期待したい
のは、特にモニタリングのツールとデータです。 
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 ⼀つ参考になるのではないかと思うのは、⽶国の都市やヨーロッパで試⾏中の
TX360 です（図表11）。ベンダーはオランダだったと思いますが、ニューヨーク⼤
学が事務局になっています。これは、地図データに道路の渋滞情報や CCTV の監
視カメラの位置、そこで何が起こっているかが落とし込まれて⾒ることができるも
のです。アメリカの⼈は⼤統領を含めてツイートするのが⼤好きなので、重要イン
フラに何かあるとすぐにたくさんのツイートが重要インフラ事業者からも流れま
すが、そのツイートを統合的に⾒ることができます。基本的には、セキュリティ担
当者向けの WEB ベースのリアルタイム状況把握（situation awareness）⽀援ツー
ルです。 

 地域の⾃分たちのビジネスや従業員たちを守らなければいけないということで、
⾃然災害だけでなく、電⼒や⽔道に異常があったとか、発砲事件があったなどの情
報も⼊ってきます。ブリザードや台⾵、ハリケーン、停電情報などもアラートが出
てきます。具体的に⾒たいときは、別のリンクに⾶ぶと停電している場所が分かり
ますし、⾃分が必要なツイートやリンクについてはダッシュボードに⾃分で⼊れ込
むことができます。ツイートなので、重要インフラや警察・情報機関、CIA、FBI、
政府機関からのアラートやアナウンスがプッシュ形式で総覧可能です。彼らは公式
⾒解を発信するのもツイートが⼀番早いので、何か起こったら情報がぽんと出てき
て、必要があればドリルダウンして⾒に⾏けばいいという世界です。24 時間 365
⽇運⽤しています。⼀応情報のフィルタリングも掛けていますが、ソースがしっか
りしてさえいれば基本的には垂れ流しで、どう判断するかは受け⼿が考えます。⽇
本だと、「そんないい加減なことが⾔えるのか。きちんとスクリーニングして確度
の⾼いデータだけ出せ」という話になると思いますが、アメリカは受け⼿側の情報
リテラシーも結構⾼いので、⾃分で判断して、それに基づいた⾏動で何か不具合が
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⽣じたら⾃分の責任という世界です。ただ、⼤⽅の情報ソースはそれなりのところ
なので、こういうツールは有効であろうと思います。 

 発砲⾳をセンサーで拾ってアラートが出るようなオプショナルサービスもあり
ます。それが実際は発砲⾳ではなかったとしても、とにかく安全サイドを考えると、
そこにいる⼈たちを退避させたり、営業マンを引き揚げさせたりしなければいけま
せん。ロンドンなどの主要都市も⼊っているので、アラートが「ロンドン」となっ
たときはロンドンの画⾯が出てきます。ブエノスアイレスの画⾯が出てきたときに
は、テロの乱射事件があったとか、発砲者が逃⾛しているという話になると、例え
ばドイツ銀⾏は、セキュリティガードを付けた⾞を⼿配して、接待でお客さんと⾷
事をしている役員をお客さんごとレスキューに⾏きます。このように絶えず都市の
動きを⾒るときには、さまざまなセンサーをつくり、アンテナを置いておく必要が
ありますが、この仕組みはツイートを⾒るだけなので、ほとんどお⾦がかかりませ
ん。簡単なシステムでトレーニングも要りません。会員費を払ってログインしなけ
ればならないシステムではありますが、何かあったときにそこそこ確度の⾼い情報
を俯瞰的に⾒に⾏き、その後必要に応じて個別情報を取りに⾏きながらアクション
を起こすことができるという意味では、こういう簡単なシステムもあるということ
です。 

 企業は、わが社にとって、お客さまにとって、あるいは社会にとって、起きたこ
とがどれくらいの危機なのかを把握する必要があります。⾃然災害なら起こったと
きに誰しもが共有できますが、問題は、例えばテロが発⽣して、ナイフを持った⼈
がこの辺をうろついているという情報が警察から出たときにどう考えるかです。特
にサイバー系の攻撃を受けたときには、⼤抵の場合、「何とか我々の部⾨で頑張ら
なければ」「ある程度、原因や対策が⾒えてから経営陣には報告しよう」と、その
攻撃のビジネスへの影響度にかかわる情報がないが故に、担当のところで何とかし
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ようとしてしまいます（図表12）。そして、あれよあれよという間に問題が深刻化
したり拡⼤したりして、社⻑に報告が来たころにはもう遅いということになります。
ですから、担当者は、この状況はどうもビジネスや社会への影響が出始めそうだと
なったら、災対本部を設置していただきたいと思います。災対本部の設置について
は、関⻄電⼒などの電⼒系は、災対本部設置基準の対象事案として⾃然災害だけで
なくサイバー攻撃も明⽂化しています。そうしないと、サイバー事案に対して対策
本部が⽴てられないからです。何かが起こったときに意思決定の素材になるような
データが出てくるとうれしく思います。 

 それをもう少し⾔葉的に⾔うと、迫りくるリスクの可視化です（図表13）。加え
て、早期意思決定の⽀援をしていただきたいです。構えて準備したり、帰宅やビジ
 

12     
             

 
13 
 



 

15 

ネスの停⽌を判断して縮退・退避⾏動を促したり、復旧を判断する材料が出てくる
とありがたいです。それから、⼤都市のインシデント情報を有機的につなげたアラ
ートの⽣成です。例えば変電所障害と広域停電のように、ここでこういうことが起
こったのでこういうことになっているという現象を複合的に表していただくと、事
業継続担当としては⾮常にありがたいです。 

 ⼯場・倉庫⽕災で交通規制がかかっていて、消⽕活動にどれくらいかかりそうだ
とか、もう消⽕できたのであと何分ぐらいで交通規制が解除されるかもしれないと
いうことを、過去のデータから推測いただく。それから、⼤雪など気象警報が発報
されたから社員を帰そうと思うけれども、今、交通機関の混雑状況はどうなってい
るか、電⾞の混み具合はどうかということを提供いただければ、ある程度判断がつ
きます。判断がつかないままどんどん帰すと、かえって社員にも迷惑が掛かります
し、社会的にも迷惑を掛けます。社員の安全確保をするためにも、混雑情報を基に
「あなたたちは帰ったら駄⽬です。備蓄品が 3 ⽇間あるので会社に泊まってくだ
さい」という指⽰を出す必要があります。 

 最近は発砲事件やナイフ事件が頻発しているので、犯⼈の逃⾛の想定エリアが出
てくると、その地域にいる営業や運送の従業員を退避させる、あるいは構えろとい
うアラートを出すことができると思います。 

 それから、関⻄電⼒は停電情報をプッシュ型で出すようなことをしています。こ
れは⾮常にウェルカムな話です。ただ、いろいろなインフラの情報が来ると受け⼿
も困ってしまうので、例えばその情報を地図に落として、電気はこの辺、ガスはこ
の辺、鉄道はこの辺というふうに、ある程度統合されたものが⾒えると助かります。
そのためには、官⺠の利害関係者による情報共有体制と協議体の常設が必要だと思
います。そういう意味では、デ活というこの⾯⼦の集まりは⾮常に重要です。信頼
関係に基づいて事業者も情報を出す。それは社会的使命に加えて、⾃分たちのお客
さんを守るためでもあります。そして、それの受け⼿、例えば⾏政などが、⼀時的
な規制緩和を含めてお互いに都市の機能やそこにいる⼈たちを守っていくという
発想でぜひやっていただきたいと思います。図表 13 の右下にある URGENT 
THREATS FORUM は、1 年間にあったいろいろな事案を、CIA や FBI、⾦融機関、
⾏政、DHS などが集まって話し合う会議で、私も⽇本で⼤きな災害があると呼ば
れます。invitation only なので、ないと呼ばれません。あのときどうだったかとか
いうことを、官⺠と諜報機関で話し合います。デ活でも、ぜひ、あいつなら話して
もいいかなということで官⺠で情報を出し合い、このプロジェクトをより付加価値
の⾼いものにしていただき、BCM の⾼度化に向けてご⽀援いただければと思いま
す。 

 


