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「全国にネットワークを持つ企業が多角的に取り組む防災・減災対策」 
西村 出  (株式会社セブン-イレブン･ジャパン システム本部 総括マネージャー) 

廣瀬 晃正(株式会社セブン-イレブン･ジャパン 総務法務本部 総合渉外部) 

 

1.セブン VIEW の概要 

（西村） セブン－イレブン・ジャパンには、セブン VIEW という災害対策システ
ムがあります（図表 1）。これは今までプライベートクラウド上でのみシステムを
構築してきましたが、今はパブリッククラウドの Googleを使っています。2014 年
の大雪の際、本当にみんながばらばらの情報、ばらばらのタイミングで災害対応を
していたので、いろんな意味でスタックしてしまいました。それを機に、やはりみ
んなで同じデータを共有してやっていこうということと、堅牢で絶対に落ちないも
のを使おうということで Google を選びました。Google のクラウド基盤（Google 
Cloud Platform）の上に Google の地図情報を重ねて、その上にわれわれの店舗や
工場、配送車の情報を重ねて、さらにその上に気象災害や官民の情報を重ねていま
す。多種のレイヤーを重ね合わせて見ることができ、自分が見たい情報を取捨選択
でき、アライアンスとしてさまざまな企業あるいは官学が連携できるような構造の
システムを構築して災害時に利用しています。 

 Google マップという汎用的な地図の上で情報を見える化していること、クラウ
ド基盤利用により、どこからでも利用ができること、テレビ会議システムと連動さ
せて現地（被災地）と本部がリアルタイムで情報共有できることがセブン VIEWの
特徴です。地震、津波、火山噴火など、さまざまな災害の状況や、われわれの重要
な店舗がどのようなステータスにあるか、商品を積んだ車両が正常に走っているか
どうか、異常事態かどうかということが一発で分かるようになっています。各拠点、
ステークホルダー、配送センター、工場、そしてわれわれの地区事務所がどの位置
にプロットされていて、その災害に対してどのような位置関係にあるのか、どうい
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ったことが今起きているのかというコミュニケーションができるような形になっ
ています。 

 

2.セブン－イレブン・ジャパンの全国ネットワーク 

 セブン－イレブンは、2 万店強のお店を全国に展開しており、オーナーの個人経
営、いわゆるフランチャイズ制を取っています（図表 2）。われわれセブン－イレ
ブンの専用工場が全国に約 180 カ所、いろいろな商品を集めてお店に届ける共配
センターが 230 カ所あり、そこからセブンのマークを付けたトラックが全国のセ
ブン－イレブンに商品を運んでいます。その経営を支えるのが、われわれの社員で
あるオペレーション・フィールド・カウンセラーです。いわゆる営業マンの彼らが
3000 人いて、加盟店の皆さまを支援しています。災害時には、被災地にある加盟
店のオーナーの「お店を開く」というご意思に対し、われわれの各本部が連携して
災害対策本部を設立して、1 日も早い復旧に寄与できるよう全力で支援していきま
す。 
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3.セブン VIEW の活用例 

 図表 3はセブン VIEW の画面です。北海道胆振東部地震のときは、システムが壊
れてしまったのかと思うぐらいの停電数になりました。地震が起きてから、いわゆ
る電力系統からの受電が道内の全店で切れたということがほぼリアルタイムで分
かりました。一部で回線断が起きていましたが、このような状況をすぐに本部でも
把握することができ、バッテリーを用意するなどの初動につながりました。 

 次は津波の場合です。われわれの店舗の標高が分かっているので、津波が起こる
と、その津波警報を基に、閾値の標高以下のお店が赤く表示されます。例えば図表
4は閾値が 5m です。これを見て、そこに対して注意喚起や対策を取るということ
ができる仕組みになっています。 
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 図表 5は、2015 年の鬼怒川の氾濫のときに、国土交通省の DiMAPS の画像とわ
れわれの地図を重ね合わせて、氾濫地域の中でわれわれの店舗がどのような位置に
あるのかを見たものです。これまでは、土地勘のない者が、この辺で氾濫が起きて
いるというテキストの情報と、われわれの店舗リストから、どの店舗ではどうなっ
ているかということをすごく時間をかけて特定していました。今では、セブン
VIEWのシステムにより、土地勘のないところでも情報を組み合わせることでいち
早く被害の情報を把握し、どのお店に手を打たなければいけないかということが本
部としてすぐに判断できるようになっています。 

 図表 6は、2016 年の大雪のときのセブン VIEW の画面です。われわれのトラッ
クは全国で約 6500 台走っていますが、大雪が降ると道路が渋滞します。これも閾
値ですが、例えば道路が 30 分以上止まっている、この地域は物流が完全に停滞し
ているということが把握できるようになっています。 
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 台風もわれわれにとっては非常に大きな災害です（図表 7）。そのため、L アラ
ートと連携して、各地域でどのような避難指示が出ているか、避難所が開設されて
いるか、避難区域がどこなのかということを分かるようにしています。先の西日本
豪雨の経験で、各自治体が発表しているハザードマップが非常に有用だったという
ことが分かったので、セブン VIEW にも全国のハザードマップをマッピングして、
氾濫危険区域などの情報・予報、ハザードマップを合わせて、危ない店舗を早く予
測して対応できる仕組みにしています。 

 われわれは過去の災害で、非常に混乱している現地の事務所に対し、本部の各部
署が電話をかけて状況確認をしてしまったということがありました。その経験から、
セブン VIEWでは、IoT を活用して極力自動化し、各地の状況の把握を現場に負荷
を掛けることなく自動で取得することをポリシーにしています。従って、発災直後
にこのシステムに対し現場として行わなければならない動作というのは一切あり
ません。 

 大規模災害から 1 週間、2 週間と経過し、だんだん復旧してくると、現地では、
店舗や物流拠点の状況、被害状況を報告したいというニーズが出てくるので、そう
いったときのためのアプリも作りました（図表 8）。スマートフォンの画像という
のは位置情報を持っているので、本当に 3 タッチぐらい、あるいは余裕があれば
「この店舗の前の道路が決壊している」などとメッセージを入れて写真を送ると、
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セブン VIEW上に緯度経度がぴったり合った状態でマッピングされて、われわれ本
部はそれを見て地域の状況が分かるような仕組みになっています。 

 2 万店を超えるセブン－イレブン店舗を災害から守るために、情報をしっかり共
有して見える化していくことがセブン VIEW の目的です（図表 9）。停電情報を基
に納品計画を立て、配送車両情報を基に物流計画を立て、また回線状況も分かるの
で、店舗フォロー体制を立てていきます。このような取り組みを通して、産官学の
情報と連携し、より多くの情報を組み合わせ見える化することで災害対策情報共有
基盤をつくっていきたいと考えており、その一つの取り組みがこのデ活だと思って
います。 

 災害時とその後の復旧において、われわれとしては道路の情報が一番必要になっ
てきます。従って、今模索しているのは、交通規制などの道路情報をいかにリアル
タイムに取得するかということです（図表 10）。ライブカメラが全国いろいろな所
にあるので、その情報と連携したり、SNS の情報とも連携したいと思っています。
われわれのもう一つのポリシーは、情報の発信者責任は問わないことです。Twitter
であれ何であれ、その情報を参考にどう判断するかはわれわれの責任であり、それ
よりもなるべくいろいろな情報を頂きたいということで、積極的に情報の連携を行
っています。 
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 これらの取り組みを通して、産官学でどのような連携をしているかということで、
一例を紹介します（図表 11）。まずは日本防災産業会議です。これは、官民連携シ
ステムをつくって民間企業のデータを災害時に国と共有・共用しようという取り組
みです。それから、自治体との連携です。セブン VIEW と徳島県の災害システムを
連携させて、それぞれが持っている情報を災害時にうまく連携させ、災害対策をし
ていこうという取り組みをしています。それから熊本地震では、車中泊の方が想定
以上に多く、自治体として避難民の状況がよく分からなかったのですが、実はセブ
ン－イレブンの駐車場で車中泊している方々がいました。そういった新たな避難の
在り方に対し、自治体とわれわれが連携して、災害時にどのような支援物資を配る
か、被災者の皆さんにどのような情報をお見せするかということで、具体的な実験・
訓練を踏まえた官民連携を実施しています。 

 防災科研とも連携しています。道路状況に最も影響を与えるのが積雪です。降雪
は予報ができますが積雪はなかなかできないということで、われわれの店舗・フィ
ールドにおいて防災科研の技術を使い、積雪を読む技術の実証実験を行っています。
最新の取り組みとしては、セブン－イレブン店舗の ATMに小型の地震計を設置し、
メッシュの細かい精緻なデータを取得して、地震情報の正確性や対策に役立ててい
こうという取り組みを、平田先生にご協力いただきながら、セブンバンクとセブン
－イレブンで協働して行っています。また、内閣府が進めている「災害情報ハブ」
推進チームとも連携し、産官学のデータ連携やハブの共有・共用といった取り組み
をしています。 

 続いて、セブン－イレブンが今まで具体的にどのような災害対応をしてきたかを、
渉外部の廣瀬からご報告します。 

 

 

11  



 

8 

4.災害時における弊社の基本的な考え方 

（廣瀬） 災害時において、弊社は、どういう状況の被災者の方がいらっしゃるか
という切り口と、私どもとしての対応という切り口で切り分けて考えています。地
震をはじめとする大規模な災害が発生したときに一般的に目が行きがちなのは避
難所に入られるような被災者の方々ですが、私どもとしては全国に店舗を持ってお
り、お店をいかに継続していくか、いかに早期復旧していくかということが非常に
ポイントになってきます（図表 12）。そうすることにより、避難所に入られない
方々が店舗の周りに多くいらっしゃるということで、日頃商売している地域の方々
に対する貢献にもなります。また、自治体からは、避難所で過ごす方々への支援物
資の要請を頂くことがあるので、それについてはセブン－イレブン・ジャパンの本
部として対応させていただくという形で、二本立てで支援をしています。 

 熊本県のデータによると、熊本地震のときに震度 6 弱以上のエリアにお住まい
の方は約 148万人で、避難所に入った最大人数は約 18万 4千人でした（図表 13）。
残りの約 130 万人は、家にいたり、車中泊だったり、別の場所に避難していたとい
うことだと思います。それがよく分かるのが、私どもの店舗の物量供給変化です。
地震が起きる前の 4 月 4 日の週の、おにぎり、パン、ドリンク、リッターサイズの
水の供給量と、地震後の供給量の違いを見ると、おにぎりは 2.6 倍、パンは 1.8 倍、
 

12  

13  



 

9 

ドリンクは 1.5 倍、水は 7 倍ということで、ニーズが大きく変化しました。むしろ
これは、恥ずかしながら供給が追い付いていない状態です。あればもっと欲しい方
はいたと思われます。それだけ避難所外で身の回りの物に困っている方が多かった
ということが見て取れると思います。 

 

5.事前準備と体制 

 そういった状況の中で、われわれの会社の体制として BCP や計画書・各種マニ
ュアルを準備しています（図表 14）。大きくは、店舗用の災害対応マニュアルと、
その店舗をバックアップする社員たちが見る緊急時の行動基準と、さらにそれを全
体的に本部としてどうしていくかということでの BCP という三つがあります。こ
れらはかなり薄いです。店舗用のものは内容的にも文字が少なく、イラストや写真
を中心に、アルバイトの方が見ても分かるようなものにしています。また、日頃か
ら防災プロジェクトメンバーがいて、定期的に会議を開き、災害時に考えられる課
題を解決するための擦り合わせを継続して行っています（図表 15）。 

 安否確認システムについては、現状では地震の場合のみになりますが、震度 6 弱
以上の地震があった場合には、全国どこであったとしても自動発信のメールで全社
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員の安否を確認する仕組みになっています（図表 16）。災害対策本部については、
6 弱以上の地震があった場合には、社長が本部長となる SEJ（セブン－イレブン・
ジャパン）災害対策本部が東京の四谷にあるセブン＆アイ災害対策本部に設置され、
防災プロジェクトメンバーも集まることになっています（図表 17）。 

 図表 18が弊社の災害対策本部の実際の写真です。あまりそれっぽくないと思わ
れるかもしれません。大きな会議室に役員がずらっと並ぶわけではなく、普通の執
務スペースの一角に集まります。セブン VIEW をこの場所で見ることができるよう
になっていて、現地の対策本部とテレビ会議をつないで同じ情報を見ながら現状把
握をして、この場で何をするかを決めていくという体制を取っています。状況によ
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っては社長や役員等も参加しますが、ここで決まったことは基本的に後から何かあ
っても責は問われないということで、スピードある対応をしています。 

 

6.対応事例からの課題（物資支援） 

 われわれは連携先と日頃から顔の見える関係を構築するため協定を結んでいま
すが、都道府県単位で結んでいるものもあれば、市町村単位で結んでいるものもあ
れば、包括連携協定もありますし、通常の災害時の物資支援協定もありますし、さ
まざま協定が重複している実態があります（図表 19、20）。そういった中で、去年
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の北海道胆振東部地震のときに問題が起きてしまいました（図表 21）。北海道にお
いては、北海道庁と出店している市町村で合わせて 121 の協定があり、全道的な
ブラックアウトということで問い合わせが 20 件以上来て、お互いに手に負えない
状態になってしまいました。われわれの供給能力という問題もありますが、そもそ
もどこから手を付けていいか分からないという状態にお互いになってしまいまし
た。大きい自治体からいいとか、早いもの勝ちだということも言えませんし、非常
に難しい問題でした。このときに、情報をきちんと整理していただいて進めていく
ことが必要ではないかと痛感しました。それぞれ言いたいこともあるし欲しいもの
もありますが、われわれのできる限界もあるので、円滑な対応ができるように、で
きれば都道府県の方である程度調整をしていただきながら、われわれも支援を進め
たいと思っています。 

 この話を道庁の方にしたときに、北海道は市町村の数が多いのでなかなかまとめ
きれないという話がありました。実際、各市町村の避難所のニーズや、市町村がど
ういう情報を持っているのか、それが都道府県にどうやって入るのか、また、われ
われとしても、どういうものならどれくらい供給できるのかという情報が全く見え
ない中で、いろいろなところから問い合わせが来て、確認してお答えするという感
じになっています。できれば全体としてそういったデータが一元化・可視化されて、
関係する機関が同じものを見ながら動けるようになれれば非常にいいと思います
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（図表 22）。どうしても起きてみないと分からないということや思うようにならな
いことが多く、歯がゆい部分がありますが、そういうものができれば、より円滑に
被災地支援ができるのではないかと思います。 

 私どものデータも提供できるものは提供しながら、各関係団体の方々と連携して
活動を進めてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします（図表
23）。 
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