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「自然災害・BCP 対策の実務」

               QCD 革新研究所 中村茂弘

               （著者の経歴や活動の詳細はﾞ URL：qcd.jp をご参照下さい。）

はじめに

既に読者の皆様のお会社では、BCP の整備と活用法は充実されておられると

思います。そこで、「いざという時に、BCP マニュアルやご準備済の機材や備蓄

品など使用可能か？」という見直しと共に、リスクマネジメント視点で応用を

含めた、泥臭いが実践的な対処事項をまとめました。読者の皆様には、本書の

内容が、万一の備えはもとより、自然対策の予防～減災に本内容の一部でもお

役に立てば幸いです。
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【注記】

この書は E-Book です。書のページ数は少ないのですが、特徴は本書を基に、

必要時に【映像】と記された箇所で QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、大半

は、約 5 分程度で有効な情報を得ることが可能です。読者の皆様には、是非、

本書のご利用と共に、技術・技能伝承を効果的に進めることを願う次第です。
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１． 自然災害対策の解析とリスク

（１）東日本大震災 3･11 に学ぶ想定外の解析

2011 年 3 月 11 日、突如起きた M9 クラスの地震で、極めてご残念ながら、巨

大津波と共に 2 万人強もの人命が奪われました。原因は「動くはずがない」と

地質学者たちが話していた巨大な岩盤（アスペリティ）の大移動でした。また、

津波は福島第一原発

に及びました。この

ため、安全神話なる

説は完全に崩壊しま

した。この事象をリ

スクマネジメント視

点で解析すると、図

1 に示した、常に変

動する地球メカニズ

ムであり、専門家と

称する方達の見解を

含め、我々が、これ

を、想定外とするこ

と自体に無理があっ

たわけでした。これに対し、既に過去被災した古代人達は、既に写真１の右下

に示したように、石碑を立て、「ここから下には住むな！」という注意を残して

きました。また、

巨大津波も、こ

の石碑で止まっ

ていたという経

過を見ると、現

在、たとえ高度

な学説や科学技

術の進化があっ

ても、我々が自

然災害リスクを

考える時、まず、

真摯に、過去の

事例を分析学す

べきです。

南海トラフ

駿河トラフ

相模トラフ

ユーラシア
プレート

太平洋
プレート

フィリピン海
プレート

北米
プレート

東日本大震災と津波発生
メカニズム

① 太平洋プレート

の動き（1日8cm）

② 固着した
プレート部分

（移動に耐えている状況：
学問的にはアスペリィティという現象）

③ 北米プレート

の動き：
蓄積した

エネルギー
が一気に解放

⑤ 地震の影響
が海面を
急激に上昇

④ 地面が突如
移動

⑥ 津波

の発生

図１ 日本列島関連トラフと地震発生メカニズム

【写真１ 】気仙沼と被災状況例として（2011年8月）

JMA・保母氏がボランティア
復興支援で訪問時の経路
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（２）3･11 の被害と影響

報道によると、3・11 は、発生時と共に、被災者は約 40 万人以上、死者・行

方不明者を約 2 万人、負傷者 6,152 人、建物の全・半壊 400,827 戸・・、被害

額は約 20 兆円強という膨大な災害でした。加えて、原発の影響は 16 万人にも

及ぶ方が転居を余儀なくされ、本書をまとめる 2019 年に至っても、福島第一原

発の被害をあびた地域の方達はかつて居住していた地へ戻れない対象者が、現

在も約 2.4 万人強といった状況です。さらに、小児甲状腺がんと疑いがある方

が日本全土と比較して 50 倍という数値を見るにつけ、「いかに、自然災害の

リスク対策の充実が需要だったか！」ということが解かります。

では、次に、「製造業にどのような被害が出たか？」について、図 2 と共に、

その一部を紹介す

ることにします。図

の左部は、当時の自

動車販売への影響

でした。また、下部

は被災した地域で

生産する半導体と

合成ゴム、並びに、

微小部品や消耗費

などへの影響です。

こここに、まだ、漁

業や水産業～農業

への影響を含めて

いませんが、これを

含めると、「3･11 は産業に、いかに大きな影響を及ぼしたか！」が解ります。

【映像】3・11 の影響

① 3･11 に学ぶ BCP 対策（その１）「3･11：巨大津波の教訓」

https://www.youtube.com/watch?v=9TEie5aH0cs&feature=youtu.be

② 3･11 に学ぶ BCP 対策（その２）「3・11：巨大津波の経過」

https://www.youtube.com/watch?v=wsyXZJ8eaJ4&feature=youtu.be

③ 3･11 に学ぶ BCP 対策（その３）「事実に基づく津波対策」

https://www.youtube.com/watch?v=Ccc3gL0ydvk&feature=youtu.be

図２ 3・11に伴う産業界への影響を示す例

販売台数 前年同月比

GM ２１５，３５８ ６．０

フォード １９４，１１４ ９．２

クライスラー １２０，３９４ ２５．２

トヨタ １１０，９３７ ▼２４．１

ホンダ ８３，８９２ ▼２４．３

日産 ７１，９４０ ７．１

6月の日米新車販売への影響 記事の要点
１，トヨタとホンダ、震災の影響で大幅減
販売店での品揃えが限られたことが
大きな影響として出た。

２，トヨタは震災による部品不足により
日本からの完成車の輸入と、米生産
共に大きく減少した。特にプリウスの
不足が大きく62％減だった。

３，7～8月には回復をさせるが、時間
がかかる様子である。

震災と共に影響を受けた部品の例
東京大学ものづくり研究センター2011年5月
東京大学大学院経済学研究科 藤本隆宏先生

東日本大震災で自動車関連が大きい影響を受けた部材

① 半導体集積回路（ASIC)：
近年、茨城県ひたちなか市にあるルネサスエレクトロニクス・那珂工場で生産してきた製品

このチップに顧客が特殊なソフトウエアを書き込む対象品の供給が 3ヶ月滞ったため混乱した

研究開発的な意味を持ち、秘密保持の関係から1社購買で開発～調達が進められるため、

特に代替が難しい。
② 合成ゴムなどの機能性化学品：タイヤブレーキの関連（例：EPROMの茨城県鹿島・日本合成

ゴム、練りの福島県小高・藤倉ゴム工業、添加剤の福祉前権原町・大内新興科学）

③ 微小部品・消耗品：3万点に及ぶ部品の末端部品を東北で生産（特にトヨタ自動車関連）

朝日新聞 2011年7月2日
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（３）原発事故の解析と BCP（Business Continuity Plan）
地球は誕生から 46 億年、絶え間なく変動を繰り返してきました。ところが、

先 100 年の間は沈静化していたが、昨今、また、変動を開始したそうです。加

えて、地球温暖化問

題が増大中です。こ

のため、既に、2010
年に、国土技術政策

総合研究所が、企業

に対し、図３に示し

た BCP 対策を提唱。

また、この警告を真

摯に受け止めていた

多くの企業では、既

に、BCP を活用中で

した。このため、後

述する、この種の企

業は 3･11 時の被災

は軽微でした。さらに、減災にも実を示し、被災後の復旧が極端に早い状況で

した。しかし、安全神話と共に、一見、BCP 的な対策を提唱してきた福島第一

原発の被災実態は皆様が知る通りの状況でした。そこで、本書では、反面教師

的に、「BCP の書類整備や PR をしても実態が無い対策は無意味！」という視点

で、既に報じられた事項を列記して行くことにします。

福島第一原発が

メルトダウンとい

う大問題に至った

過程は図４に示し

た通りでした。当

時、オプサイトセ

ンターという緊急

時に活動する本拠

が使えなかったと

は言え、これから

記載する原子力関

連の権威者と称す

る方達が進める経

過は、筆者を始め、

図３ 国土技術政策総合研究所によるBCPガイド
作成：2010年6月

操
業
度
（製
品
供
給
な
ど
）

事前 事後

重要な事業
活動を継続

する

目標復旧時間までに主
要な事業を復旧

再開する

顧客の流出
を防止する

目 標

許容限界

現状の予想
復活曲線

BC実施後の

復旧曲線

目標 許容限界 現状 時間軸

図４ 福島第一原発メルトダウンの経過
2017年3月12日

NHKスペシャル
の要点

課題：「なぜ、重大なメルトダウンが見過ごされたのか？」100人を超える当時の関係者に聴取、また、

当時状況（テレビ会議など）を含め、AI（人口知能）を駆使して、会話と検討事項（要件）の解析を
（事実）を紹介。映像化、何度も安全装置を生かすことが出来なかった内容を公開した。

原子炉と冷却装置

この冷却装置を
イソコンというが、
緊急時には十分
原子炉を冷却する
だけ、水量が確保
確保されている。

イソコンの経過 BCPから見た対策点

2011年3月11日14：46地震・津波発生

津波を受け、停電

ブタ鼻という蒸気吹き出し口を作業員

1名が確認（訓練経験なし）：モヤ程度

の状況を報告、イソコン作動中と判断

2011年3月11日18：18→26分停止

イソコンを作動・6分で停止

3時間後に再度起動

原子炉の損傷があると、外部に

放射能＋蒸気発生を懸念

10時間程度の初期冷却を確保

するイソコンでは、もはや冷却

不能の環境に入った。
→メルトダウンへ

① 経験と評価資格の無い者
1名だけのチェックは禁止

② 重要部へ監視カメラ、方向は
携帯電話＋写真が必須

③ 米国では、作動中でもイソコン
の動作試験が義務づけられて
いる（福島では、不履行だった）

消防車で注水

配管経路の断絶で、

全注水量の1％程度
炉の冷却だった。

ヘリコプター

からも注水

④ テレビ会議で検討を開始したが
吉田所長のみに、情報と意思
決定を集中させた（本部指示に
呼応ししつの対策）→過労へ

⑤ 白板への温度等の記入のみ
ハザードMAPと対策要件の
消化活動が必要だが無かった。
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一般人が、疑問を感じる報道の連続でした。

① 防潮堤の高さは 5.7m でした。ところが、シミュレーションでは「12m の堤

防が必要！」という結果を得ていましたが、経営トップ層は防波堤を 5.7m
まま放置しました（現在、裁判で判定を待つ主要要件のひとつです）。

② 津波で原子炉が被災した場合、災害対策用の設備稼働のため、非常用のディ

ーゼル発電機の稼働が必要となる。だが、2 台とも地下 1 階に設置され、浸

水～稼働不可（設置検討～決定時、危険分散の処置が皆無）だった。

③ 津波被災と同時に電源を求めた。また、事故後、図面を広げ、1 からの検討

が現場で開始された（リスク発生時の事前検討不足という報道の内容）。

④ メルトダウン防止のためには冷却が必要だったが、海水注入すると再稼働が

出来なくなるため、対処を渋った。しかし、他の対策を TV 討論で模索する

うちに時間が経過し、結局、水素爆発後、自衛隊による命がけのヘリコプタ

ー注水となった（テレビ報道）。

⑤ 原発事故防止～緊急時対策（BCP）の内容の監査は、表 1 に示したように、

「原子炉を目前としたマニュアルの読み合わせだけ」だった。

以上、この経過が世

界最悪の評価レベル７

（深刻な事故）に至っ

た要因でした。さらに、

高額を投じ、SPEEDI
という緊急時迅速放射

能影響予測ネットワー

クシステムが警告した、

放射能濃度が濃い地域

の避難指示を無視した

避難指示まで加わりま

した。その他、この一

連の経過から、後日、

第三者による事故調査委員会から、「この方達に危険性の高い検討と対策を任せ

たことが間違えだった！」という報告がなされたことは、読者の皆様のご記憶

に残る内容と考えます。

【映像】原発事故発生に至る経過と問題（半面教師的な BCP の例）

〇 3･11 に学ぶ BCP 対策（その４）「福島原発事故の分析」

https://www.youtube.com/watch?v=zCULtItG30Y&feature=youtu.be

表１ 日本の原子力行政における監査と米国の差異
項目 日本の原子力行政と監査 米国の原子力行政と監査

１，組織と

命令系統

一義的には原発を所有している電力会社
が責任を持つことになっているが、対応の

適切さは経済産業省の中にある原子力保
安員という組織が担当して、各種の点検の
妥当性や改善を求めるが、他に、内閣府

に属する原子力安全委員会が検査の妥当
性を専門的見地からチェック

問題：監査部門が経済産業省の傘下にあ

り、エネルギー庁との関係で原子炉停止す
るほど厳しい処置は取れない懸念あり

スリーマイルズ島の原子力事故以降に米
国原子力規制委員会（NRC）として体制を

独立した。ここでは、米国原子力発電の安
全管理を一括管理する。５人の委員は大統
領が指名の後、議会承認された専門家

方々で構成され、政府とは一切独立した機
関として活動する。しかし、有事の時は大統
領が指揮、代理人として活動する

２，基本

思想

「日本のクリーンエネルギーを提供する設
備であり心配無用（完全無欠）」という扱い

「原子炉はひとつ扱いを間違えれば惨事を
招く危険物」という扱い

３，想定

訓練の
方法

オフサイトセンター設立後に、一応、毎年、
詳細な「シナリオ」というものを作成して訓

練するようになった。時々、総理大臣も参
加するが、全員に配られたシナリオに記載

された事項を、単に、「○○○」と読み上げ
るだけであり、ぞろぞろと各現地に移動し
て読み上げた要件を確認するだけの読み
合わせ会、という儀式

監査のシナリオは関係者に全く非公開。
訓練日は公開されるが、その場で「二次冷

却ポンプの冷却水くみ上げポンプ停止。原
因は不明、対策せよ！」というような課題が

出され、正しい対処が出来るか否かを判定
員が評価する。出来ない場合「・・の理由で
放射能漏れの恐れあり」と宣告され、再度
の監査となるが、日程は２～３日を費やす。

評価 意思決定と危険予知の実効性に乏しい 過去の経験から実質的な安全管理を監査
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２．BCP 対策に必要なリスク感知と見える化対策

（１）個人的にも必要な自然災害リスク感知と防御

昨今、「自然災害の脅威は増す傾向にある」という報道が続きます。この書を

まとめる 2019 年 7 月初旬にも、九州を始めとした地域に線状降水帯が発生、被

害を与えました。幸い、先に、岡山や広島、さらには、伊豆大島などで、集中

豪雨による大被害が起きたため、今回は、それを教訓に早い避難などがなされ

ましたが、かつて起きなかった地域の山や崖が崩れるという現象が発生し、今

後の新たな注意項目が加わりました。

同じ頃、メキシコでは、2m ものヒョウが町を埋め尽くす報道がありました。

このように、現在、予想を超える自然現象への準備が必要な時代に入りました。

このような気象状況に対し、2019 年 7 月に新たな対策法として『NHK ニュー

ス防災』アプリが公開されました。筆者も早速、アクセスしましたが、このア

プリは自然災害予測に、極めて有効な情報を提供してくれます。例えば、集中

豪雨の際、下流に位置する地域が突然水害に遭うという事象があります。この

状況に際して、このアプリは、ハザード MAP 表示の形態で、時々刻々の状況を

知らせてくれます。BCP 上、この種の IoT 時代の機器の利用は、防災の準備～

避難や災害防止に欠かせないツールの一例となりました。

筆者も、子供の頃から多くの自然災害体験を持ちます。幸い、大した被害を受

けず今日を迎えてきましたが、ここで、ここまでの内容を整理する一例として、

読者の体験談を紹介させていただくことにします。

1950 年頃、東京へ台風が来ることは滅多になく、北海道へは台風はおろか、

南岸低気圧が襲う例も無いという時代でした。ところが、関西は多少違ってい

ました。小学 3 年の夏、父の転勤で関西に移住し、ようやく、この地で生活に

なじみかけた時、ジェーン台風の名を持つ巨大な台風が関西を直撃しましたた

めでした。その前日、周辺の家庭からカナヅチの「とんとん」という音が町全

体にあふれていました。両親は「関西の皆は面白いことをする。何かの行事だ

ろうか？」と話すのを子供ながらに聞いていました。ところが、この理由は翌

日の台風の被災と共に判りました。我が家の窓と雨戸が簡単に吹き飛ばされ、

我が家は大風と豪雨で水浸しとなったからでした。仕方なく、弟と筆者は押入

れに逃げ、恐怖に縮こまり台風が過ぎるのを待ちました。この時、筆者は、初

めて、台風の眼を見ました。この一連の経過は、筆者にとって、とんでも無い

恐怖体験でした。なお、翌年から、台風情報が来る度に、筆者の役目はカナヅ

チによる窓へ、板を打ち付ける役目となりました。

この時、もうひとつ、水害を目の当たりにしました。家から 10m ほどのとこ

ろに蓬川という川があり、ここは汽水なので、フナや鯉だけでなく、ハゼやイ



7

カ、時にはアジまで来る、楽しい川でした。ところが台風で、川面は土手一杯

となり、揺れる水面が「どちらの岸を決壊させるか？」と話しているような情

景を目の当たりにしました。その後、筆者の住む、反対側の岸が決壊しました。

田んぼが広がっていた地域でしたが、突如、3Km 先の住居が水害となりました。

被災後、何かできないか？と思い仲間と訪ねましたが、家屋は流され、破壊、

せいぜい、その家の方が、家財道具を探す程度でした。この経験から、台風の

ニュースがあると、我が家の各種リスク対策状況を見直す習慣が今も続きまし

た。だが、今は、当時のように、窓は割れ、屋根瓦が飛ぶという問題は、技術

の進歩で無くなりました。筆者はこの種の技術の進化に感謝し、過ごしてきま

した。その後、筆者達は東京の目黒へ転勤し、現在に至っています。現在の住

居を得る時、貧乏ながら、両親が、多少とも高台の地を選びました。このため、

幸い、関西で味わった水害は皆無の状態です。

筆者は、その後、米国赴任体験をしました。米国では、「現地の皆様に教えて

いただく」対処で、被災なく過ごすことが出来ました（URL の無料サイトのグ

ローバル工場運営マニュアルの一部に、水害やフリーズレイン回避を記載。こ

のような筆者談が、読者の皆様には、自然災害対策の一助になれば幸いです）。

（３）自然災害マネジメント

自然災害・BCP 対策を効果的に進めるには、高尚な理論武装より、まず、「過

去の事例や教訓を生かす」という対策を前提にすべきです。また、業種や年齢、

地域に関係なく、リスク感知能力の向上が必要です。3･11 時、リアス式海岸と

いう津波に脆弱な地形を持つ釜石の小中学校では、群馬大学の社会環境デザイ

ン工学専攻の片田敏孝教授の指導を受け、避難訓練を進めてきました。地震発

生と同時に、定められた高台に小中学生全員は逃げました。だが、高台に辿り

着いた時、中学生達が海を見て、「今までの訓練のレベルを超えている」という

判断のもと、もう一段上の高台に全員を誘導したため、3,000 人全員が津波の被

災を免れました。この経過が

『釜石の奇跡』と評された経

過です。

企業では、一般に『リスク

マネジメントのレベル向上』

に際し、図５の P-D-C-A 方

式を使ってきましたが、この

方式には２方式あります。図

5 の左側はデミングサーク

ルと呼ばれ、小集団を中心と

図５ 企業で用いられてきた２つのP-D-C-Aサイクル

ISOのP-D-C＆Act.

Act.：継続的改善へ処置
一流の追及

Ｐ

D

C
P

DC

ＰD
CP

スパイラルアップして
更なる高みへ・・・

Plan.:顧客要求事項及び組織の方針
に沿った結果を出すために、必要
な目標及びﾌﾟﾛｾｽを設定する。

Do:それらのﾌﾟﾛｾｽを実行する。
Check:方針、目標，製品要求事項に

照らしてﾌﾟﾛｾｽ及び製品を監視し、
その結果を報告する。

Act:ﾌﾟﾛｾｽの実施状況を継続的に

改善するための処置をとる。

P-D-C-A 4つの輪を皆で回そう

日本的QC活動

P

D

C

A

Doは行動
Action も行動
どう違うの？

ISO9000

反省・見直し
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した TQC 活動で用いられてきた方式です。この方式は失敗しながら、それを経

験として『ワイワイがやがや方式』で、知恵を集め、レベル向上を図る方式で

あり、1980 年前まで小集団活動で盛んに使われた方式です。これに対し、右側

の ISO シリーズが提唱する方式は、一流の目標を定めて、スパイラルアップ方

式で目標達成に近づける方式です。だが、これは、「自然災害を被災しながら対

策レベルを向上する」方式であり、余りお勧めできません。自然災害対策は、

このいずれでもない図 6 の左側の方式の活用を適用すべきです。先に『釜石の

奇跡』を紹介し

ましたが、津波

対策を徹底調

査された権威

者である片田

教授のような

情報を持つ方

は、図の左側

Did＝過去事例

の解析を徹底

調査され、対策

要件を精査さ

れてこられま

した。この種、

事実の解析か

ら Plan に当たる、最適な防災～減災策を創出し、See：その妥当性を、IoT を

始めとした高信頼技術で評価して、適用 Plan を作成し、BCP 対策や避難訓練

などを進める方式の確立です。この方式の適用が Do＝被災の準備～自然災害発

生時の実践活動になるわけですが、3･11 の例では先に紹介した写真１の右下で

は、「ここより下に住居を構えるな！」という石碑がありました。また、この地

では、「温故知新」をもじり「温故地震対策」という表現を使うそうですが、こ

の種の例は図６を象徴する災害マネジメント方式の一例です。

津波や火山のような自然災害に対しては、台風のような予測手段は、まだ無

いそうです。また、度々起きる対象でないため、「記憶が風化する」という問題

があります。このため、先述した、古人の石碑があっても海岸地区の平地に居

住するという状況や、「100 年に 1 回程度の津波の被災と共に、巨大な防波堤と

共に、貞観大震災を標準とせず、チリ地震を題材にした堤防の高さを基準とし、

これに安心したためとしたことが問題だった」という反省でした。このため、

BCP 対策では、『常識を超えたリスク感知能力の向上』の追加が必要となります。

① 真摯に「事実を分析する」

② 科学的アプローチを駆使する。

③ 問題解決法の効果的利用

を全て棚卸して事にあたる。

図６ 自然災害対策マネジメントシステム（推奨）

自然災害対策マネジメント

See

PlanDo

安全対策

を計画
被災を確実に

回避！

成功／失敗（被災）

事例を調査～
メカニズム解析

反省を
活かす？
はカット！

検証

Did

膨大なBCPマニュアル作成
～教育訓練では疑問

実務でどう使うか？が重要！

日常の活動の中で
リスクを感知手法を
常用する

自然災害時には
リスク効果発揮！

実
践

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

BCP
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３．ハザード MAP による災害対策の予防と減災の実務

（１）津波を題材にした災害発生とメカニズム

現在、自然災害対策だけでなく、多くの分野でハザード MAP の利用が盛んで

す。しかし、その情報だけを鵜呑みにしてはいけません。たとえ、被災後の裁

判の際、言い訳はできても、被災しては、リスク対策不足になるためです。そ

の種の教訓のひと

つに、3･11 時、極め

て残念な図７の大

川小学校の悲劇が

ありました。この例

は、地震から津波襲

来まで 50 分と多大

な時間がありまし

た。この間小学生達

は校庭に集められ

たままでした。小学

生達は「日ごろから

登る、学校に近接し

た裏山へ行くべき」

という状況だったそうですが、いよいよ津波襲来という時に、被災時に指定さ

れた三角地帯へ退避誘導となりました。その結果、残念なことに、生徒 78 名、

教師 10 名もの方の命が奪われるという惨事となりました（学校側の責任問題な

どは、本書をまとめる現在、裁判中です）。だが、冷酷な言い方になりますが、

子供たちの誘導を指揮した方の「津波と同時に逃げる避難指定場所への移動」

ではなく、子供達でも判る『常識を超えたリスク感知能力の向上』を選択すべ

きだった点が、今、惜しまれる『釜石の奇跡』との対比となってしまいました。

自然災害は物理現象です。また、どのように優秀な方と、過去の調査が立派

で念入りになされてもハザード MAP は人が作成した産物です。ここでは、適用

した理論の範囲や条件の変化などで、被害域は常に変化します。したがって、

自然災害の危険度を把握～察知するためには、まず、BCP マニュアルやハザー

ド MAP を目前にしても、被災時の変化を組み入れた解析するリスク感知力（判

断力）の追加が絶対に必要です。

では、次に、津波を例に、『想定外』とされた物理現象解析の例を紹介するこ

とにします。図 8 は釜石湾に設けられた津波防止のため建造されたとする堤防

が津波で破壊されました（建造関係者の理論と対策が及ばなかった証明の例と

図７ 3･11で起きた大川小学校の悲劇

避難に50分という余裕、また、『釜石の奇跡』に見るように、同地区でほとんどの小学校が避難訓練
を生かして被災を免れたが（104名の内、家族が連れて行って避難して生き残った生徒を除き）校庭に
集合、避難指示を待つ78名のたった4名だけが生き残った。その間の経緯は以下に示した状況だった。

① 午前２：４５
校内放送機器が使用不能

になったため、教務主任教諭

が全員、校庭に集合を指示
整列、保護者には迎えを

する方がいた。

② 午前３：２５頃
避難する方の中に老人がいる

ため、２つの候補地のいづれに

するか議論、やがて学校側は

生徒を連れ三角地帯に非難を
決めて6年生を先頭に移動を

開始した（海川）。

③ 午前３：３７
先頭の生徒が黒い塊に

なって襲ってくる津波を目撃

学校側にも津波、この時、
教務主任教諭が「山だ！」

と指示した。

④ その後
山まで津波が応酬、何とか

物につかまり逃げた児童や
ヘルメットが浮き子になり、

流される児童の内、助かる

者がいた。

大川小学校の避難状況

海岸線

住居地

津波 津波

避難を
指示した

三角地帯

高台
学

校

学校の裏：山地

逃げた経路集まって

指示を待った

運動場（校庭）

【NHK】報道特集にあった内容
① 生き残った1人に父子がいました（母は津波被災で死亡）。その方の状況をテレビで伝えたが、親子の関連がちぐはぐ

だが、何とか交流を持ち生活している様子を伝えた。

② 震災の後、生き残り家族と、死災者の家族に溝が発生した。相互の交流は絶たれ、生き残った家族の方が、「何か悪

いことをしたような感です。生き残った子供を持つことが申し訳ない」と語っていた。
③ 相互に集まり、今後を討論、結局は再発時に訓練の大切さを伝えることが残存者の使命！と考え、話し合う場で番組

は終了していた。また、死亡した児童を持つ親族が学校と自治体の管理のあり方に対し訴訟を起こす行動をとりつつ

ある状況が報道された。

以上のような悲劇の要点は、正に、訓練不備が死を招き、他の学校と大きな差が出た内容を伝える内容だった。
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なりました）。その後、破壊のメカニズムが研究され、津波が堤防の底面を破壊

するメカニズムが

示されました。しか

し、この解析も、後

付けで、複雑な津波

メカニズムの一部

を解明したに過ぎ

ないそうです。これ

に対し、松島は、津

波が進む破壊力を

数多存在する小島

が分散したため高

潮状態で済ました。

このような違いを、

津波直後、一人乗

り・プロペラ走行のハングラインダーで東日本のリアス式海岸を撮影した方が

おられました。筆者は、後で、映像の購入を試みましたが、残念ながら、放送

局は著作権者が不明とのことで終わりました。そこで、当時、結論を録画した

内容を筆者が図化すると、図 9 のようになりました。注目すべきは、似たリア

ス式海岸であっても、

被災のメカニズムが

全く異なるという点

です。これは、「津波

メカニズムと各種規

模や条件を変が変わ

れば、ハザード MAP
内容は変化する」と

いう事例であり、「津

波シミュレーション

の場合、どのような

有名な方が行った結

果であっても、その

計算の前提条件であ

る、理論とデーターの根拠などを十分検討しないで鵜呑みにすることは、時に

危険！」という注意です。この方式の場合、条件が異なる被災の度に、常に、「想

定外」を繰り返す危険が残るためです。

図８ 釜石湾の防潮堤の破壊と松島湾の状況

八戸港

久慈港

女川港
宮
城
県

岩
手
県

青森県
南堤670m

北堤990m

・

開口部300m

釜石湾の状況

秋
田
県

山
形
県

松島の状況

津波の襲来

防潮堤が津波を、相撲に
例えると、正面からガブリ
四つ状態で数名の力を受
けるに似た状況

湾 内

湾内

防波堤倒壊メカニズム

津
波
襲
来
～
防
波
潮
倒
壊
の
状
況

津波対策のため、釜石湾では明治三陸沖津波：1896年
を参考に（高さ5～6m）、事業費1200億円、約30年をかけ
2009年に完成し、沖合いと海岸沿いの二重堤防を建設
ギネスブックに乗り、海外からの見学者も多い状況だっ
た。だが、完全に破壊、湾内にコンクリート塊の形で
破壊～分散した。神奈川県の湾岸空港研究所のｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝでは、津波を6分遅らせる程度だった。

津波

湾内の津波は
極めて小さい
規模だった！

二段構えの
防潮堤を
建設

群生する島

図９ ３・11時の被災海岸地区と、回避した地区の差異
2011年8月10日 テレビ朝日特集

津
波
被
災
地

隣
地
回
避
地

当時村長が村の反対を押し切って
15mの防潮堤を建造したが、これが
村を救った。

松島は点在する島が津波
を分散させ、高潮程度だ
った。

海岸の形状が三角波を生む
地形のため被災した

防潮堤の高さと構造の差 島の存在 海底の地形形状

岩手県

普代村

岩手県
田野村

東松島

松島

いわき市
豊間地区

いわき市
四倉

巨大な

防潮堤

津波

低い防潮堤で被災

津波

平板的低い防潮堤で被災

海底の形状が津波の
力を減らす海底の形状
で被害は低下させた。
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逆に、ここで、著名なシミュレーション適用例を紹介したいと考えます。

かつて数学者が、ヨーロッパのリアス式海岸を持つ都市の津波対策に大成果を

得た事例です。この文献は、筆者が早稲田大学・加藤研究室で活動を始めた頃

の話です。加藤栄一教授が「君たち工学を学ぶ目的は世の中に役立つ貢献をす

ることですが、それにふさわしい文献があるので読んでおきなさい」と渡され

た論文の要点が図 10 でした。筆者は、3･11 の時、思い出し、その後、先生と

お会いする機会が

あったわけでした

が、「多分、ノーベ

ル賞受賞のローラ

ンド博士の論文だ

ったと思う」という

ことでした。残念で

すが、もはや論文は

手元に無ありませ

ん。

対象は、リアス式

構造を持つ都市で

は、津波対策に高

く・長大な堤防建設

に膨大な費用が必要だが、準備できないため、博士への相談となりました。博

士は 5 年もの年月を掛け、現在、津波対策に使われているシミュレーションを

行い、その結果、「図のような島を設ければ、津波の力は分散して都市に及ばな

い」という結論を出しました。この都市では、早速、この対策を実施。その数

年後、先の規模を超える津波が発生しましたが、被害は皆無でした。

【映像】自然災害メカニズムを生かした BCP 対策の必要性

① 3･11 に学ぶ BCP 対策（その５）「地球温暖化に伴う水害対策」

https://www.youtube.com/watch?v=NT31NQcvW1Y&feature=youtu.be

② 3･11 に学ぶ BCP 対策（その６）「BCP 対策要件」

https://www.youtube.com/watch?v=-aE-RwZBUzo&feature=youtu.be
③ 3･11 に学ぶ BCP 対策（その７）「BCP 対策で得たもの」

https://www.youtube.com/watch?v=uWG_XR947Mg&feature=youtu.be

図１０ 温故知新：「50年余前：科学的解析で被災を免れた
リアス式海岸の少投資対策」

「地球上には、被害を被った事例と、似た環境なのに影響がなかった事例がある。」という比較分析の
考え方で事例を調査した結果、「リアス式海岸なのに津波の影響が軽微だった」という事例を抽出した。
その影響は小さい島だった。そこで、数値解析を進め、膨大な時間が掛かったが、本当に津波が来た
時、まったく理論通りの回避ができた。

陸地側

リアス式海岸

陸地側

小さな島の存在

陸地の状況

リアス式海岸に見る津波上昇の原理

津波が
絞られる

現象

津波の波高が進むに従い高さを増す状況

山側

小島

効果

対策原理は、津波の先端が
リアス式の開口部に入る前に
分散させ、被害を防ぐ対策だが、
2011年3月11日、同自然現象は
松島近辺で起きた。
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（２）津波対策に有効な高台移動について（提言を含めて）

再三の繰り返しで恐縮ですが、3･11 では、極めて多くの被害と、未だに残念

な問題を多く残すと同時に、我々が、今後、自然災害に対する防災と減災に対

する多くの検討課題を残しました。このひとつに、技術が未発達だった、縄文

人を例とした古代

人達から、学ぶべき

反省がありました。

特に、古代人達が

「歴史を見直し、歴

史に学ぶ大切さ」を、

既に実践していた

という点です。では、

その一例を図 11 に

例示することにし

ます。津波回避の有

効策のひとつに『高

台へ建造物建造』が

ありましたが、太平

洋側の東北地方で、「いざ、高台の良好とされる地に工場や住居などの建造を計

画すると、図の右側に示したように、古代遺跡とバッティングする例が多い」

という状況が明らかになったためでした。

これをヒントに、以下、筆者のひとつの提案をさせていただくことにします。

海産物製造企業

は海岸地区の平

地の活動が便利

です。しかし、津

波に被災しやす

いという欠点を

拭いさることが

出来ません。しか

し、科学技術が進

む現在、工業団地

が一体となり、自

動化や物流を合

理化させ、図 12
に示したような

図１１ 東北地方の貝塚や遺跡の存在と、今後

100年に４回もの津波が
東日本を襲う状況

筆者の勝手な想定：

技術も知見も無い古代の方々
は「神と人が安全に住める地を
指定！」と解釈（神社も存在）

海からは遠く、多少の不便が
あっても丘陵地へ住居を構える！

今回、高台移転を検討

遺跡と

競合！

文化遺産か？

将来の安全か？

津波被災が大きかった３県の主な遺跡所在地

御所野遺跡

盛岡城跡

角塚古墳

大塚山古墳

東山官衛遺跡

白川官衛遺跡群

陣が峰城跡
二本松
城跡

山王囲遺跡

柳之御所
平泉遺跡群

秋
田
県

岩手県

宮
城
県

福島県

崎山貝塚

蛸ノ浦貝塚

沼津貝塚

里浜貝塚

多賀城跡付寺跡

仙台城跡

横大道製鉄遺跡

浦尻貝塚

中田横穴

勝手な見解だが、太平洋側の貝塚や遺跡など
の所在を見ると、安全な高台に住居してきたことが

想定される。

図１２ イタリアや熱海に見る傾斜利用の住居方式

魚市場と

魚加工工場

山や崖の

斜面を利用

した住居・工場群

① 既に高台にある貝塚や遺跡などはそのままの形で残せばよい。

② 平地に必要な面積を斜面壁利用方式で稼ぐ

③ 津波が襲ってきた時は、上下に設けられスロープ

または、階段や自動昇降装置を使って非難する
（例、エスカレーターの利用も有効）

④ 魚市場や魚の加工工場、港は山の斜面の下端、

海辺につくる。

⑤ 漁船 ⑥ 防潮堤は最小限

にして（長大な
ものでなく）投資

金額を斜面

建築工事
に充当する

津波が来た時

に回避する方向

＝高台避難

平地に防潮堤建造から山の斜面を利用、高台に至る住居建設方式案のイメージ

瓦礫や石積みなどで港付近を

山にする方法も一つの対策法である。
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斜面利用といった対策法です（この内容は、3･11 直後に執筆した著書の中で提

言の形で紹介した対策の一例です）。この種の地形の利用策は、既に、海外では

イタリヤ、日本では熱海の傾斜地などに見ることができます。このような地形

の利用法式では、(1)巨大で長大な堤防建設は不要となる。(2)3・11 の津波被災

時に問題となった、巨大堤防と共に、押し寄せる津波が住居や工場から直視で

きなかったことが、（初動）避難行動を遅くした、という問題と、被災時により

高い地域（山地）への避難も可能です。(3)長大な堤防建設の場合、堤防に囲わ

れた住居は景観を損なうわけですが、対面側を山地のままで、景観整備に集中

すれば、この問題は回避できるはずです（図 12 の傾斜利用は地域限定として、

都市計画と共に進める対象ですが、反対側の傾斜の山地は緑の多い景観を残す

方式を採れば、この問題の回避は可能になるはずです）。

【著書】無料著書：BCP ガイド「自然災害対策の進め方」

http://www.qcd.jp/pdf/corporateActivuty/ND-y12-1.pdf

（３）BCP とハザード対策の実務

BCP に関しては多くの文献が紹介されてきました。従って、現在、各社でマ

ニュアルの作成か

ら見直しなどをさ

れる場合、自然災害

に対する予防策、減

災の具体策、災害発

生時の対処から復

旧計画までのほと

んどの項目が確認

できる環境です。事

実、その状況は表２

に例示したように、

Web で無料入手可

能です。そこで、以

下、それらの文献を整理し、BCP 上の主要なチェック項目を列挙させていただ

くことにしました。

表２ BCP：地震・津波対策ガイド一覧

No. 内容・出展など 要点とURL

１ 震災マニュアル：東京海上 東京海上リスクコンサルタントが震災対策に当たってマニュアル作成要点を例示

http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/200402057.pdf

２ 震災マニュアル：経団連 企業の地震対策の手引きとして、事前準備～発生時の対応を全てガイド

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/070/tebiki.pdf

３ 東京海上 リスク対策

マニュアル・コンサル論文

災害対策一般を記載、No.２等の要点をまとめた､現場版と解釈して使うと有効

http://www.yokohama-cci.or.jp/sangyoubousai/manual.pdf

４ 津波対策ガイド 津波対策を、地域を定め体系的に進める内容を図などを使って詳細にガイド

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0582pdf/ks058206.pdf

５ 防災マニュアルの作り方 著書：企業防災危機管理マニュアルの作り方（山村武彦著）

http://www.sbrain.co.jp/book/B-1304.htm

６ KJ法による防災分析例 大規模自然対策における被害対策システム構築の研究論文

http://gdp1.civil.kumamoto-u.ac.jp/study/paper/M2/Pdf/02/02hidaka.PDF

７ 三菱重工の災害対策

（事例見学会：川崎）

工場見学会の様子を紹介

http://www.kana-keikyo.jp/houkoku/8_080820.pdf

８ 地震対策講演サービスの例 鈴木誠一氏が関西で地震対策講演内容をPR（日産自動車・販売部歴任・リスク

マネジメントコンサルタント）表題：「万一の地震を乗り切る・・・」

http://koens.net/SearchPlan/mode/plan/id/K0000000516/plan_id/721/

９ 大地震に伴うサプライ

チェーン切断対策：大阪商

工会議所講演会

大阪商工会議所主催で地震時のサプライチェーン対策に対する対策の講演案内

オープン形式で研究会発足の内容と企業間交流を含む内容､本年6月23日実施

http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/230525srm.pdf
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①BCP の基本方針の例

最重要顧客向けの生産環境が被害を受けた場合、他製品の生産に必要なリソ

ース（生産設備、原料、要員、他）を必要に応じて振替や代替、他製品の生産

を減少させても、該当製品の生産および供給の継続を最優先するためにできる

限り有効な策を準備する。

②想定リスクと影響度評価～被害想定

該当する企業が自然災害に被災する発生対象と影響を調査し、ハザード

MAP 解析などを通して、影響度を事前に把握する。同時に、影響度を評価し、

危険分散、回避～減災を効果的に進める策を策定する（含む、財務面の手当の

ため、被災時の保険などの対策など）。地震などの対策に対しては、耐震処置

～退避経路の確保～防災・避難教育と訓練などを進める。被災～復旧策の策定

は 5W1H 式で短期に生産復旧が可能になる策を準備する（そのために必要な

検討要件の例：サプライチェーン、要員（マンパワー・技術）、倉庫・物流網、

原料調達、生産設備・金型・建屋などが対象となる）。

③災害発生時の組織体制と指揮命令系統～重要拠点の確保

通常の企業と工場管理組織上、誰が、何をすべきかの設定だけなく、組織的

な活動に欠員が出た場合のバックアップや、連絡、目で見て対策がスムーズに

進むための機器や機材の準備（含む、訓練～修得レベル）など、具体的な運用

面の充当度などを含めた対策を図る。さらに、組織的な活動が出来なくなった

場合、拠点やインフラなど、変更時に必要となる場所などの事前確保が必要で

ある。

④対外的な情報発信および情報共有（含む、バックアップ）

取引先や関係部署へ、緊急時ならびに支援要請、バックアップや、復旧努力

を進める状況などの情報発信～支援要請などの連絡体制などと共に、復旧にこ

ぎつけるまでに、バックアップを頼った必要な製品・サービス供給努力を進め

る(復旧計画の明示と進捗などの連絡など)。
⑤生命の安全確保と安否確認

この項目は自然災害に被災した直後の初動対策のひとつ。従業員とその家族

の安全確保～安否確認の内容の整備が主なチェック項目となる。

⑥二次災害の防止

既に、②の項目で想定リスクと影響度評価～被害想定は済ませる努力を進

めるが、さらに、二次災害（自然災害に伴う火災発生などの対策～燃料や各

種エネルギーなどの確保まで）関連事項を検討して、地域支援～共助などの

連携の準備や発動方式などを進める（含む、備蓄、救命機材、家庭における

防災など）。
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（４）3･11 時の BCP 活用企業の例

地球温暖化の影響ということですが、太平洋の水温の上昇で、台風が日本近

海で急発生する。さらに梅雨前線に過剰な水蒸気を運び、特定地域で線状降水

帯による豪雨が続くため、かつて崩れたことが無かった山や崖などが崩れる現

象や河川の決壊などが肥大化中です。しかし、ご関係者の防災対策や連絡強化

のご努力などで、防災対策と各種連絡～避難準備などが急速に進展され、大き

な効果を創出中です。そこで、本書では、まず、「3･11 時に先験的、さらに、多

くの企業が、今後の BCP 対策面でもお手本にすべき！」とした事例を紹介して

行くことにします。

①東京ディズニーランドにおける緊急対策

この例は、当日、東京ディズニーランドを見学にこられたお客様だけでなく、

多くの方に絶賛した取り組みと共に、製造業でも、お手本となる多くの要件を

持つ事例でした。東京ディズニーランドは、震度 6 強・来場者 10 万人を想定し

て作成した「地震対策基本計画」の名を持つ BCP を基に、年間 180 回（2 日に

1 回程度）もの防災訓練を繰り返してきました。3･11 発生時に浦安市の震度は 5
強、当日の来場数は 7 万人、従業員は 1 万人、内 9 割がアルバイトの環境でし

た。震災直後、場内放送「落ち着いて避難するように」というアナウンスの繰

り返しと共に、避難活動が開始されました。地震発生の 36 分後（15:22）には、

トップであるオリエンタルランドというディズニーランドの運営に当たる社長

から、各エリアの責任者、アトラクション責任者からスタッフに至るまで、BCP
通り、トップダウンによる指示とフォローがなされ、18:00 過ぎには、いち早く

建物の安全確認（現状把握）を終えました。各従業員は、それぞれの持ち場で

避難誘導に当たったわけでしたが、この際、お客さまに商品の中にあったぬい

ぐるみを配り、ヘルメットの代わりにする。シャンデリアの下で「安全な妖精」

を演じ、安全な場所に集まったお客様に精神的に安心感を持たせ、体操させる

などの処置と共に、エコノミー症候群にならない予防に努めました。この種の

策はマニュアルには無かったのですが、お客様に大きな安堵感を与えました。

なお、当日の夜は気温 4℃でした。このため、冷え込むお客様に毛布や断熱シー

ト、使い捨てカイロや手袋、カイロなどが配られました。特に、建屋内に収容

できなかったお客様に対し、段ボールやゴミ袋などが提供されました。さらに、

暖がとれるよう、備蓄していた非常用の大豆ひじきご飯、紅茶、コーンスープ

などの温かい飲食品などが配られました。その結果、翌 12 日には、従業員が見

送り、全員が無事帰宅を果たしました。その後の東京ディズニーランドの再開

は 4 月 15 日でした。なお、この地は液状化現象があったため、回復には時間が

かかる状況でしたが、高い評価と共に、お客様の再来となりました。
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②ヤマト運輸の活動

気仙沼を中心とするヤマト運輸の皆様が、ご自身や、ご家族が被災される中で

3･11 被災直後、支援物資の処理は慣れない自治体と自衛官が担当され、対処に

困惑する状況でした。これを現地・ヤマト運輸の従業員方々の判断と意志決定

で対処しました。その具体的な活動は、壊れた家の 2 階に住む方、避難場所に

住む方など、住居は完全に過去と異なる環境だったわけでしたが、総ての物資

を一元管理して対応。現地の方々が真に困るものを個別に聞きとり、小口配送

システムを円滑化という快挙を果たしました。震災と共に、現地では、関係者

が早急に支援本部をつくり、東京の本部から支援を強化、指揮する活動を進め

ました。当時、特に石油不足は深刻な状況でしたが、全国ネットを活用して調

達を図り、現地への補充の円滑化を進めました。ここに記載の内容は、既にガ

イヤの夜明けや各種業界紙などで紹介された内容ですが、この努力は、現地で

“天使の支援”という言で円滑な物流支援活動に賞賛されました。ヤマト運輸

の従業員の皆様も被災した中での活動を考えると、その活動に頭が下がる状況

です。

③ JR 東日本における早期復旧にフル活用された BCP
JR 東日本は、先に、2007 年 3 月 1 日に新潟県で起きた中越大地震に被災し

た時、昼夜を通した新幹線の復旧内容を検討～対策して災害時の早期復旧 BCP
対策を進めました。この対策内容が、図 13 に示したように、また、他社にお手

本という形で、3･11
時には、驚異的とさ

れ、復旧に効果を発

揮しました。具体的

な内容は、図のよう

に、現地側が被災状

況を写真に撮り、IT
の通信機能を使い本

社の復旧対策専門部

署に送る。すると、

最適な対策方式を、

災害対策データーベ

ースを基に、専門ス

タッフか検討し、復

旧対策法を現地に送り復旧するという内容でした。

図１３ JR東日本「東北新幹線の復興」

東北新幹線の路線付近の被災状況

4月29日（被災から50日）で東北新幹線は全線復旧を果たし

たが、その要点を記載すると次のようになる。

① 被災から50日の開通は、阪神・淡路大震災の復旧81日間
新潟県中越地震復旧66日を大きく上回るペースだった。

② 今回、高架線や橋脚の剪断破壊があったがトンネル内の

被害が無かったことは幸いだった（大きな被害が出た中越

地震に比較して）。
③ 被災箇所は1200箇所、約500kmの範囲に点在する被害

だったが、連日3500人規模で投入された方々の高い復旧

技術と献身的な努力に加え、下に示した過去の事故記録

を基に、専門家が復旧に早期で的確な解析を加えたBCP
の適用が大きく作用した（関係者は事故の状況を本社へ

連絡~問い合わせすると、的確な指示が返ってくるシステム

を運用、大きく貢献した）。

④ 復旧工事には既に経験を持つベテランの参画がなされた

が、BCP的にはこの種の技術知見を持つ方の人材MAP
管理の必要性を、大いに参考にすべきと考える。

⑤ 早期復旧には、中央管轄と此処の場所で活動する関係者

の情報（指示～進捗管理）が重要な対策を示した例である。

３・１１で生かした新潟県

中越地震の復旧対策記録

新潟の復旧記録を分析の後、最適な対策をマニュアル化したものを、今回活用へ
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４．初動に役立てる防災訓練の実務

BCP 設定と、実効をあげるためには、防災～災害時の訓練は必須です。この

ため、現在、この種の対策に対して多くの文献や URL があります。また、その

種の活動の流れをお

おまかに整理すると

表２のようになりま

す。当然、被災時の

影響は最小化が前提

となります。さらに、

ここで、被災直後か

ら復旧体制にこぎつ

けるまでの“初動”

の在り方が重要です。

そこで、本書では、

この、初動に伴う実

施店を紹介すること

にします。

① 3 秒までの活動の例：何があっても、まず、各人が安全確保を図る時間帯の

対処。震災などの場合、まず、各人が即時に危険から身を守る対処を図る。

② 30 秒までの対処：緊急時のアナウンスなどと共に、まわりにいる方と、安全

確保行動の行動を進める時間帯の対処。多くは関係者の安全確認と共に、万一、

ケガ人などがいる場合は応急処置などを関係者が協力し合って行う。

③ 3 分までの対処：当面の避難から、小規模集団を形成、次の安全確保へ移る

行動、被災の状況により異なるが、BCP で定めた組織的活動を柱に安全対異

性と、実施事項を明確化する。なお、この種の対策のため、事前にタブレット

端末に実施事項を入れ、5W1H 式に各種対策が円滑に進む方式を推奨します。

④ 30 分までの対処：『緊急災害対策本部設置』による組織的な災害対策活動を

開始。3 分までは、個人と、その周辺の方々(小規模集団)の安全確保活動が中

心だった。一般に、この局面は小規模組織から大組織の指示統制に移ります。

⑤ 3 時間までの対処事項 1 日目～3 日目程度の被災時の対策の指示、例：(1)
安全な避難環境の確保へ向けた行動。(2)時間的に増大する火災や津波といった

地震に伴う被災から避ける対策。(3)化学反応や熱、漏電による火災、圧力や重

量が関与して次の災害を呼ぶ要因への対処（災害関連内容の防災）。(4)避難場

所や避難後 3 日程度（救済の手が及ぶ時間とされる期間）の生命確保、ケガに

よる生命の危機に至らない対策、疾病にかからないために保護。(5)その他、被

表３ 被災時の初動対応

局面

対象

事前検討時 自然災害被災時 災害復旧時

１，個人の安全確保

○連絡網と方法の確立

○防災教育訓練と対策

○各人が自律的対策

○緊急時の指示～

フォローリーダー活動

○個人的な生活の

中長期的確保対策

○収入面の対策

２，企業の緊急復旧

（組織的活動）

○対策本部の早期

組織化～活動開始

○緊急避難的な対処

発動

○復旧可能な人員の

確認～現状調査

○緊急復旧アイテムを

リスト化

○残余の要件整理

３，ご家族と周辺関連

企業などとの連携

○一時的な家族の

安全確保環境づくり

○生産復興マニュアル

○家族を含め、当面の
生活インフラ策定

○復旧へ納得取り付け

○残余の要件整理~
支援打ち切り期間の

設定～自立化

４，自治体や国の支援

を含めた各種対策

○どこに何の援助を

受けるか？を整理

○企業支援内容と連携

形態の準備

○復旧・復興計画の

見える化

○外部支援内容を整
理～優性順位づけ

○ 同上

５，復旧から発展へ

○現状調査～復旧プロ
グラムの策定

○一時的サプライ対策

○復旧内容を整理

○有効な対策内容の

明確化

○ 中・長期計画な

発展計画の策定

注釈：枠内に記載した項目は、1企業を例にした対策項目の例
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災地でできるだけ快適性を満たす機器や道具などの確保だが、緊急避難的に逃

げ、安全を確保し、今後を考える。家族の安否を心配して行動を開始するとい

う前段階の環境づくりが、一般に 3 時間以内に行う行動の主目的となります。

⑥ 3 日までの対処事項 3 日までの内容は自然災害の種類や被災の状況によっ

て大きく異なりますが、阪神淡路、新潟、3･11 のような大災害の状況を見る

と、避難された方々がその地で得た安全地帯に集まり、相互に助け合い、何と

か、当面、備蓄、または、持参した飲食品を頼りに、生命維持を図る各種の対

策を進めることが主な活動の内容でした。これで、当面の被災対策と現状把握

などが出来ると、BCP に従った、復旧を含めた活動へ移行する、という内容

が一般的な対処です（なお、3 日までの対処内容が早期に進めば、早い復旧へ

向けた活動のスムーズ化の要件の充実化となります）。

【映像】BCP 関連

① 3･11 に学ぶ BCP 対策（その６）「BCP 対策要件」

https://www.youtube.com/watch?v=-aE-RwZBUzo&feature=youtu.be
② 3･11 に学ぶ BCP 対策（その７）「BCP 対策で得たもの」

https://www.youtube.com/watch?v=uWG_XR947Mg&feature=youtu.be
③ 3･11 に学ぶ BCP 対策（その８）「減災への備えと非難訓練」

https://www.youtube.com/watch?v=sfMlsO7E1Kg&feature=youtu.be

５．サプライチェーンを巻き込む BCP 対策の展開

BCP を活用した自然災害に対する災害予防と減災は、協力会社を含めた内容

とすべきです。3･11 以外に、2011 年にはタイに巨大な洪水が起きました。報道

では、日本企業数社の建屋が半分程度も水浸しになり、「操業出来不能に陥った」

状況がテレビで示されました。また、大きな平野部の水が引くまでに多大な時

間がかかったため、この被害も甚大でした。

筆者の友人が操業する電子機器製造工場はメコン川周辺の高台でした。この

ため、水害の被害は受けなかったのですが、協力会社が水没したため、結果的

に、その企業から部品入手は出来ず、国際手配の後、ようやくの復旧でした。

BCP では、この種の問題を含めたサプラーヤー管理が必要です。その具体策

は図 14 に示した、新製品開発時に品質信頼性確保に使う FTA（Fail Tree 
Analysis）を使い、製品→ユニット→部品毎に展開の後→サプライヤーを一覧
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化して、問題の発生の有無を予知・評価する資料の整備をお勧めします。具体

例は各社の極秘事項になるため、ここでは、図の表現をイメージ的な表現に留

めました。なお、こ

の種の BCP 対策に

当たっては、部品や

材料に限定せず、使

用設備や金型など

の工具に至るまで

詳細に危険度を記

載する対策が必要

です。従来、多くの

企業では、サプラー

ヤーの評価と指導

項目は、原価・品

質・納期が主体的で

した。BCP 対策に

当たっては、それに加える形で、数社購買による、災害時の危険分散も行いま

す。以上、サプライチェーンのハザード MAP 対策と、見える化管理を行うため

の資料の構成を紹介させていただきました。

おわりに

3･11 時、筆者は JMA の直前にある芝公園に退避時、筆者達の知識をはるか

に超えた津波と震災の状況を仲間のスマホのニュースで知りました。この時、

くしくも、目前の東京タワーの最先端のポールが曲がっていました。目黒の自

宅とは連絡が取れず、帰宅に 3 時間要しました（幸い、自宅に被害はなく、帰

宅難民にも分類されずに済みました）。しかし、その後のニュースで、更なる被

害の膨大さに驚嘆する日々を過ごしました。多くの自然災害は突如襲ってきま

す。このような時の防災・リスク対策には、『備えあれば憂いなし』が鉄則です。

また、被災直後の正しい情報の入手の可否が減災の程度を大きく左右します。

このため、「常日ごろから、BCP を自然災害時の活動に限定せず、異分野であっ

ても、その一部を実務に常用され、いざという時に効力の全面発揮を！」とい

う、ご利用を、心からお願い申し上げます。

                    令和・元年 7 月吉日

                  QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

図１４ サプライチェーン管理（ハザードMAPの構成）
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