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Abstract：SCM (supply-chain management) and BCP(business continuity plan)/BCM(business 

continuity management) have become popular in each autonomous body and an 

enterprise as a turning point of “Eastern Japan Great Earthquake” attacked on March 

11, 2011 . Japanese Government have come to be frequently asked about resilience 

governance and National governance to advance whether it's tough.                

But, since putting it in our country with outstandingly much natural disasters compared 

with an advanced of the world, resilience from hard disaster prevention and the angle of 

GENSAI (weakened disasters) is mentioned absolutely. Of course, it’s important in the 

medium and long-term view point considering counterplan about the natural disasters, 

event and the accident poured on our country. On the other, a short term and 

middle-term view in industry on the other (social and political, economy and financial 

disasters), has to take measures importantly.                                     

Japan resilience power is regarded as a low country extremely compared with the 

Economic and financial power as Japan and has become a topic in particular at 2013 

Davos meeting (World Economic Conference). The source of national competitive power 

are consist of industries and enterprises ,prepared to the system toughness in an 

enterprise (resilient), maintenance of the industry and the enterprise taking growth are 

important not just cost correspondence. And the preparations power or the resilience 

(resilience ) are also asked about from society and from world.                 

There are four approaches as:1) from a social science face (from an economic system , 

and environmental problems occurs from industrial activities, political system and 

society system), a natural scientific (engineering) face (for global environment 

fluctuation,2) natural disaster and disease), 3)a face of cultural sciences (that there are 

no organizations man, an individual and a spiritual aspect, spiritual aspect) and     

4)a behavior process face (an insight, an investigation and a guess execute planning, 

implementation and inspection ).In this paper we deal with social science face especially 

considering about resilience in industry and an enterprise level in particular. It can be 

said that business risk depends on whether a management decision making for it is able 

to grow from how to take anything to obstruct timely continuously as expected.                                                

It'll be compared with the Excellent Company which became a topic, a Visionary 

Company and today's Resilient Company, etc. temporarily about an enterprise.      

This resilience is a core as expected, and the enterprise expected from society can think 

management skill may be concentrated in this point when continuous growth is 

considered. An enterprise is parallel with a state strategy of our country by all means, 

and thinks the enterprise which raises resilience from the world supports a global 

enterprise in particular. 

Key words  Resilience, National Resilience, Social system resilience, Competitiveness, Business 

Risk, Global enterprises, Risk Management, Business Strategy 
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概要：2011 年 3 月 11 日の東日本を襲った大震災を契機に、SCM（サプライチェーン･マネジメント）、

や BCP/BCM が各自治体、企業において盛んに取り組まれるようになってきた。またこれに呼

応して政府として国土強靭化を進めるべく、レジリエンス・ガバナンスやナショナル・レジリエ

ンスについて、たびたび問われるようになってきた。但し、世界の先進国と比べ自然災害が際立

って多いわが国においては、どうしてもハードな防災・減災の観点からのレジリエンス（強靭化）

が特筆されてしまう。勿論、ハード面での対応は中長期的な重要度ではあるが、わが国もしくは

社会・産業に降りかかる事故・事件・災害（社会的、政治的、経済・金融的）についても同様に

重要で短期・中期的にはしっかり対策を取る必要がある。特に日本は 2013 年のダボス会議で話

題となったように、経済力に比してレジリエンス力が極端に低い国とみなされている。                                 

国の競争力の源泉は産業並びに企業にあり、強靭な（レジリエントな）システムや対応をとるこ

とが、国家及び社会・制度、経済、その中心の一つである産業・企業の維持、成長が重要であり、

単なるコスト対応ではなく成長対応としても積極的に対応する準備力、回復力（レジリエンス）

が世界からまた社会から問われる。                            

本論では、レジリエンスは、社会科学面（経済システム、産業活動からの環境汚染、政治システ

ム、社会システム）や自然科学(工学)面（地球環境変動、自然災害、疾病等）、そして人文科学面

（人間・個人・精神面、組織ないの精神面）や行動プロセス面（洞察・調査・予測、計画、実行・

実施、検証段階）からのアプローチをとるが、特に産業・企業レベルにおけるレジリエンスにつ

いて考察してみる。事業リスクはやはり持続的成長を阻害するものをいかに取り除くか、そのた

めの経営意思決定がタイムリーにできるかにかかっていると言える。                              

また企業については、一時話題となった、エクセレント・カンパニーやビジョナリー・カンパニ

ーそして今日のレジリエント・カンパニー等との比較も行ってみる。社会から期待される企業は、

このレジリエンスがやはり中核となっており、持続的成長を考えると経営力はこの点に集約され

るのではないかと考えられ得る。わが国の国家戦略とぜひ一致して企業特にグローバル企業は世

界からレジリエンスを高める企業が支持されると考える。 

キーワード：レジリエンス、ナショナル・レジリエンス、社会システムのレジリエンス、競争力、事業

（ビジネス）リスク、グローバル企業、リスク・マネジメント、事業戦略 
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１．はじめに 

昨年度の「リスク再考－事業リスクを捉える」では、事前にリスクを分析し、対応す

べき項目、事象を捉えてきた。本論では、さらに拡張しリスクが発生した後の対応力並

びに回復力（レジリエンス）についてその対象範囲の確定とその対応について論説する。 

現実にリスクが顕在化した場合でも、それに対して、直ちに対応できる強靭な（レジ

リエントな）システムや対応をとることが、国家及び社会・制度、経済またその中心の

一つである産業・企業の維持、成長に重要であり、単なるコスト対応ではなく成長対応

として積極的に対応する準備力、回復力が世界からまた社会から問われる。 

現在では、経済を中心とするグローバル化、技術の複雑性、相互依存性、エネルギー

の変動性及び感染症そしてテロリズム、気象変動、自然災害（特にわが国ではこの事象

の比重が高い）とが社会と組織のリスクレベルを引き上げている。 

これらに対する対応を企業レベル（特にグローバルな、そして主要は国内大企業）で

対策・対応を取る必要性を認識し、対策を講じるとともに、日頃から教育していく必要

がある。無論、国家として、産業界として、さらには国際社会（グローバルやリージョ

ナル＜地域＞）の間でも同様に対策・対応を取る必要があることは言うまでもない。  

この場合の対応は当然、多国間、国際的機構・組織での対応と準備なる。 

国家の重点は、「安全保障と防護」から「リスク管理とレジリエンス」にシフトしつつ

ある。すなわち、リスクを予期し影響を制限し、迅速に回復する能力は、経済セキュリ

ティ（情報セキュリティも含む）と企業の競争力の両方にとって究極の目的となる。 

 レジリエンスに焦点が特に当てられたのは、2013 年の世界経済フォーラム（通称ダボ

ス会議）にて、国の国力評価の成果発表が有り、政治、経済、環境、技術、人材育成等

の分野でレジリエンスが使われだしたことにもある。ここでは経済的競争力とレジリエ

ンスに正の相関がある中で、日本のみが例外的で、経済的競争力に比して総合的なレジ

リエンスに関する国家の能力が著しく劣ってしまっていることが指摘されたことにある。 

本研究を進めるにあたり、米国の競争力委員会（COC：Council on Competitiveness）

の報告書「Transform」(日本語版)：産業競争力懇談会：COCN：Council on Com－ 

petitiveness （Nippon)及び東京大学政策ビジョン研究センター及び（独）経済産業

研究所のディスカッション・ペーパーや国の政策・法令（「国土強靭化基本法」（平成 25

年 12 月 11 日公布・施行）等）・審議会・「ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇

談会資料」を含む関連の調査・報告レポート等を手がかりとして行く。 

 本研究では、主として、ビジネス（企業）レジリエンスに焦点を当てることとするが、

関連して、ナショナル・レジリエンスや社会システムのレジリエンス、産業競争力のレ

ジリエンスにも触れる事とする。 

 また、2015 年 3 月 14 日より 18 日（深夜）に開催された「第三回国連防災世界会議」

においてもレジリエンスやレジリエントな社会をどう構築していくかが大きなテーマと
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なった。ここでは「金融イニシアティブ」として、レジリエンスの高い企業を企業価値

の高い企業として評価し、融資の評価を上げて行くものである。（例えば金利の優遇） 

（ここでの企業レジリエンスとは、生産拠点の分散化、工場・設備の耐震性の強化、複

数の本社機能等が挙げられている。勿論、SCM 上での原材料等の分散化等も含まれる） 

 

２．レジリエンスとは 

 2.1 各種の用語や定義 

  レジリエンス（resilience）は、以下の 7 つ程度の用語、定義がある。     

①レジリエンスは「・・元々はストレス (stress) とともに物理学の用語であ

った。 ストレスは「外力による歪み」を意味し、レジリエンスはそれに対

して「外力による歪みを跳ね返す力」として使われ始めた。 

   産業界では、カーペット業界でカーペットを押した時に弾性があって元に

戻る、これを「レジリエンスがいい」と言っていたことに起源があるとも言

われている。これを人間に当てはめ、心理学で「打たれ強い」という意味合

いで使われてきたという経緯がある。 

②精神医学では、ボナノ (Bonanno,G.) が 2004 年に述べた「極度の不利な

状況に直面しても、正常な平衡状態を維持することができる能力」という定

義が用いられることが多い。 

③また心理学や発達心理学では、「精神的回復力」「抵抗力」「復元力」「耐久力」

などとも訳される心理学用語である。 心理学、精神医学の分野では訳語を用いず、

そのままレジリエンス、またはレジリアンスと表記して用いることが多い。「 脆弱

性 (vulnerability) 」の反対の概念であり、自発的治癒力の意味である。」          

＊以上は WIKIPEDIA による。 

④レジリエンスは、一般的には「挫折・困難な状況からの回復力」と訳される。単

なる「メンタルタフネス」にとどまらず、仕事や生活のさまざまな困難や変化にし

なやかに対応できる「強さ」や「折れない心」のことを表す新しい概念である。「リ

ーマン・ショック後、国営企業までもリストラが行われた欧州で特に広まり、日本

では東日本大震災後に注目が高まった。予測不可能な環境の激変や先の読めない状

況下でもしなやかに力強く対応できる人材が今、最も求められている」（従業員支援

プログラムの研究：国際 EAP 研究センターの市川佳居センター長）。           

昔から厳しい競争社会で知られる米国ではレジリエンスは 30 年前から研究され

ており、その育成プログラムは世界各国で人気を集めている。「日経トレンディネッ

ト」より 以上は、基本的に人間・個人を対象に、さらに企業における人材・教育・

トレーニングの観点から注目を浴びてきた。                           

⑤一方、この概念を社会、国家、企業等に応用すると、「東日本大震災やリーマン・

ショックによる経済危機を経験した今、わたしたちの社会に最も求められているも

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6
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のは、巨大自然災害や世界的経済金融危機などの様々な「危機」に対する「レジリ

エンス」（resilience、強靱さ）を如何にして確保するのか、という一点である。  

この「レジリエンス」とは、社会を一個の有機体と見なした時に、その有機体が

如何なる危機に直面しても維持し続けられる、弾力性ある「しなやかさ」を言うも

のである。すなわち、様々な外力が加わっても、致命傷を受けることなく、被害を

最小化し、迅速な回復を果たすその社会の力こそが、レジリエンスである。」京都

大学レジリエンス研究ユニットでは、このように拡張して定義し利用してきている。

⑥レジリエンスとは、外乱やシステム内部の変動がシステムの全体機能に与える影

響を吸収し、状態を平常に保つシステムの能力、あるいは、想定を超えるような外

乱が加わった場合であっても機能を大きく損なわない、損なったとしても早期に機

能回復できるシステムの能力を意味します。レジリエンスは災害や危機への対応力

といった意味ばかりでなく、長期にわたるゆっくりとした環境変化にも適応し、生

存できるシステムの能力をも意味しています。したがって、変化する社会環境、経

済環境の中で、企業がイノベーションを継続し、競争力を維持する能力もレジリエ

ンスと考えることが出来ます。「東京大学大学院工学系研究科レジリエンス工学研究

センター」等々・・の用語や定義がある。なお、東京大学レジリエンス工学研究セ

ンターでは、システムレジリエンス工学（技術社会システムの人間中心設計、巨大

複雑システムシミュレーション）、エネルギーシステムレジリエンス（エネルギーシ

ステム・戦略分析・リスク便益分析・数理的手法開発）、ビジネス・レジリエンス（イ

ノベーションシステム・投資リスク分析・市場・金融システム分析と制度設計）の

3部門での分析を行っている。 

  ⑦産業競争力懇談会（COCN）では、「レジリエンスの定義として『リスクが顕在化し、

社会システムや事業の全部や一部の機能が停止しても、全体としての機能を速やか

に回復できる強靭さ』としている。当該懇談会における「レジリエントエコノミー

研究会」は、同様に横断チームのほか、社会インフラワーキング、エネルギーワー

キング、情報通信ワーキングの小委員会での検討・提案を行ってきている。 

2.2 学問分野からのアプローチ（レジリエンスとは） 

  ここでは、心理学（発達心理学）、防災工学、社会学、経済学等の各学問分野からの

アプローチについて見てみる。 

 2.2.1 心理学（発達心理学）： 

トラウマや貧困などのリスクのための精神保健上の問題を抱えた人の臨床研究と 

して、困難で脅威のある状況にもかかわらずうまく適応する過程・能力・結果で、 

レジリエンスとは、リスクと防護推進要因の相互作用によってもたらされ、リス 

ク要因の緩和、リスクの連鎖の遮断、リスク要因が最初に発生することの予防の 

３つの作用を持つ（フレーザー(2004)）とし、尺度を定めている。 

＜測定尺度：①対象者個人に関する尺度 
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      年齢、性別、出身地、心身の健康、パーソナリティ機能、能力（問題解決

能力、情動統制力）、子供の家庭や学校における行動様式・行動特徴（攻撃

性、非行、逸脱行動等） 特に、個人が持つ再生、柔軟性に関する特性全

般（Ego-resiliency）                          

②心理社会的環境要因の尺度                      

状況要因、家族、家族以外の人間要因、その他、貧困や階級などの社会経

済的状況、両親、兄弟、配偶者との愛着・絆、ソーシャルサポート、交友

関係、介入の効果等  また、レジ梨園すにある状態の人の心理的特性を

４つに分類している。                            

＜レジリエンスの状態にある人の心理的特性： 

①肯定的な未来志向②感情の調整③興味・関心の多様性④忍耐力・・・精

神回復力尺度  

さらに人が生まれ持った気質との関連の強い要因についても 4 つに分けて

いる。         

＜生まれ持った気質と関連の強い要因（資質的レジリエンス要因）： 

①楽観的、②統御力、③社交性④行動力、 

また、後天的に研修やトレーニング等で身につけることができる要因についても

7 つの要因を上げている。（平野 2010） 

＜後天的に身につけていきやすい獲得的な要因（獲得的レジリエンス要因）： 

問題解決思考、自己理解、他者心理の理解・・・7 つの因子       

 レジリエンス要因の分類（平野（2010）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リスク以外の特性（遺伝‐環境の相互作用）、文脈的な影響、ストレスのか

かるライフイベント（転機となる事件から日常的な困り事：引越し、転職、

転校、親族・親しい友人の死近所の火災・犯罪事件、地域・近隣トラブルの

ソーシャルスキル 共感性 チャレンジ 興味・関心の多様性 

社会的外向性 努力指向性 

自己開示 好ましい気質 抵抗力 

ユーモア 忍耐力 

コンピテンス 問題解決能力 肯定的な未来志向 楽観性 

洞察力 肯定的な未来志向 

知的スキル・学業成績 その他 

 

身体的健康 

自己効力感・有能感 自立 

自己統制 自律・自己制御 道徳心・信仰心 

感情調整 自己分析・自己理解 
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顕在化等）、累積的な影響（リスクのまとまり・重複）を考慮した上で、シス

テム（学校、家庭、地域、職場など）で取り組む事の重要性＞ 

     ☆子供に提供されるべき３つの防御的な条件：安定性(Stability)、負荷バラ

ンス(Load Balance)、参加（Participation）についても分析している。 

これらの点で、心理学の面での対応はかなり進んでいると言えるが、昨今の少年に

よる犯罪*においては、犯罪を引き起こす裏側の解明と絡んで、まだまだ本当に実用

的な処方や対策が取られる状況には至っていないようにおもわれる。 

（＊2015 年 2 月川崎市で起きた 18 才少年等による 15 歳少年への暴行殺害事件） 

 

2.2.2 防災工学： 

工学的なレジリエンス：「撹乱後に以前の均衡状態に跳ね返ることのできるシス 

テム能力」（Holling(1973 )）および「摂動後のシステムが下の状態に戻る速さ」

（Pimm（1984））ハザード（危害要因）と脆弱性と暴露度の積であるリスク（危害）  」 

を災害リスク・マネジメントで減じること。水資源や水供給事業での言及（篠塚

他（2004）） 

レジリエンスが起きる要因の分析としてノリス等は以下の要因を上げている。 

      ＜レジリエンスが起きる要因：Robustness（頑健性）、Redundancy(冗長性)、 

Rapidity(迅速性)がストレス要因に対して反作用するとき（Norris et 

 al(2008)としている。 

 

 2.2.3 社会学： 

さらに集合でのレジリエンスの概念として、ネットワーク化された適応力

（adaptive capacities）の集合をコミュニティ・レジリエンスと提唱している。 

    これらのコミュニティ・レジリレンスは、経済発展、情報通信、コミュニティ

の能力、ソーシャル・キャピタルのリンケージで構成される。以下にモデル概

念図を示す。（人、コミュニティ、制度の関連） 
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この点でレジリエンスは、社会資源と適応能力から構成される。 

     社会資源の決定要因：多様性、冗長性、制度化された記憶（Institutional 

Memory）蓄積・共有化された経験や地域の知識・知恵）、

革新的学習（Innovative Learning:環境変化に対して新

奇的なやりかたで適応できるための情報や経験）、つなが

り（Connectedness:地域における情報や知識の拡散） 

      

人間社会が大自然の上に約束事として建てられたものに過ぎないため、（人知を

超えうる）大自然の営みをいかに社会に組み入れるかが大切である。 

①生活領域のファストパラメータと文化・慣習のスローパラメータとの調整が 

レジリエンシーを高める。 

    ②人間は都市・地域・コミュニティという生体システムの一部であり災害に対

するここの意識はシステムの影響を受けるので、防災対策と地域固有の文化 

・歴史はきりはなせない。 

 

2.2.4 経済学（開発経済、地域経済、マクロ経済、産業連関分析）： 

    ここでは、レジリエンスを経済学の立場、特に所得に与える影響からの回復力

等について分析する。国際経済は国ごとに、地域ごとに所得格差が大きくそれ

ぞれの状況から経済を分析する必要があるため４つに分類してアプローチする。 

１）4 つのアプローチ（本稿は、独立行政法人経済産業研究所（RIETI）の「経済の強靭性

（Economic Resilience）に関する研究の展望」(2012.4)より引用・利用を含む） 

    ①開発経済：貧困世帯のミクロ分析と小国のマクロ分析 

②地域経済：地域開発と持続的成長のための地域戦略            

③マクロ経済：経済変動リスク（ヴォラティリティ：Volatility）経済成長   

④災害や経済ショックの経済波及効果の産業連関分析 

①開発経済： 

  ⅰ）国家の脆弱性：  
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強靭性の指標並びにその対極としての脆弱性の頻度、状況、能力・体力といった

観点からそれぞれが及ぼす影響度を脆弱性に晒される頻度（50％）と影響（Shock）

（50％）の合計で見ている。                                           

経済強靭性指標（EVI:Economic Vulnerability Index）：国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）      

脆弱性：外生的なショックの大きさと頻度 

          ショックにさらされる状態 

          ショックに対する社会・経済基盤の能力・体力（Capacity） 

          レジリエンス（構造的な脆弱性と政策が招く脆弱性は区別する） 

     

ⅱ）家計の脆弱性（貧困世帯のミクロ分析） 

    脆弱性尺度の正確性は、脆弱性や貧困の境界線や恒常所得の推計に依存する。 

ⅰ）小国のレジリエンス 

    小国は、産業基盤（生産力）が弱く、国内市場が小さいため、国際貿易等の外

部環境の変化に影響を受けやすい。 
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②地域経済：                                             

ⅰ）地域経済レベルでは、成長、衰退、再生が顕著に見られる。＜地域の置かれた

場所、時間の特殊性屋地域発展の循環的局面を考慮する＞（４つの局面：レジ

リエンスの高低、つながりの強弱で分けられる）                       

ⅱ）地域経済における、レジリエンスは、「社会的に包摂され、環境の許容範囲で活

動し、グローバルな経済にも対応しうる地域の能力」による。 

ⅲ）競争力とイノベーションとレジリエンス「・・・大企業による支配は高いイノ

ベーション率をもたらすとしても、地域レジリエンスを損ねる恐れがあり、小

さな企業のイノベーションを支援することはエコロジカルな面でよりレジリエ

ントである。・・・」と言われる。  
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＜Ecosgen によるレジリエンスの指標・・5 つの領域＞ 

ⅰ）Industry mix(雇用の多様性、雇用の安定性（反景気循環的）、衰退セクター 

の雇用・知識集約的セクターの雇用） 

ⅱ）Work force(人的資本の質、移民、地域の労働市場) 

ⅲ）Enterprise(地域経済での事業の成功) 

ⅳ）Labour market(スキル、雇用給付) 

ⅴ）Economic Dynamism(地域レベルの人口、所得、雇用) 

「コミュニティの基底として Social Fabric（〔各構成員が帰属意識を持つことの 

できる〕社会という組織）という社会観の共有があるという。・・・（由里により

アメリカ研究）」 

★「Social Fabric には「社会の成員や為政者がそれを意識的に保とうと努めな

ければ壊れてしまう（だから気遣わねばならない）」という含意がある。地元銀

行の地域貢献は、「風土」ないし、人々の心身に身に付いた「習慣」ともなった

「地域のために考え合い協働する姿勢・社会貢献意識」に裏打ちされており、

こうした顔見知りの社会関係へのこだわりの背景には、コミュニティ＝キリス

ト教的理想郷観が存在する、と指摘する。 

★日本においても地方銀行や地元信用金庫等の役割は大きい。またマイクロ・フ

ァイナンス（モハマッド・ユヌス等）の仕組みも同様に重要と言える。 

③マクロ経済                                

ママクロ経済分析は次の 6 つの分野（項目）で行われる。①経済政策（制度、構

造）②経済変動（Volatility）③財政（変動）④市場⑤動学的一般均衡分析⑥産業

構造・企業があり、これらについて述べてみる。                               

＜経済政策＞★硬直的な労働市場・財市場を持つ国は、外的ショックに対して強  

い（ショックの影響は浅い）が、その調整に時間がかかる。（output gap

が持続する） 

      ★経済政策（通貨政策、財政政策）、労働市場、価格高騰・下落、為替相場 

制度、対外開放度等により危機からの回復スピードが異なる。 

＜経済変動＞★GDP の変動が高いほど成長率は低くなる。 

   （インフレ率の拡散、為替レートのミスアライメント＜均衡からの乖離＞、

銀行のシステミックリスク、交易条件の変動等を操作変数とする） 

   ★貿易自由化は、成長と変動の負の関係を緩和するが、金融自由化は負の

関係を強化する 

   ★対外直接投資はと経済変動の交差項は、経済成長に正の影響をもたらす

が、証券その他の資本移動の変動の方が大きく、経済成長に負の影響を

もたらす。 
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   ★カントリーリスクは経済発展とともに減少する。セクターリスとカント

リーリスクの関係は見られない。 

   ★生産は、売上よりも変動が大きい。（在庫の調整により影響が緩和される。

ただし、あるしき値を超えると生産調整が図られる（在庫切れ、雇用契

約）先進国では、生産の変動の低下が見られる。（サプライチェーン・マ

ネジメントの発達による、在庫管理技術の向上による。） 

＜財政（の変動）＞ 

   ★政府支出の変動が小さいほど成長率が高くなる。 

   ★間接税（規模と変動）、社会支出（規模と変動）、政府消費（規模と変動）、

補助金（規模）、政府投資（変動）、は経済成長に負の影響を与える。 

   ★民主制は経済変動を少なくし政治や政策の不安定性が経済変動を高める。 

＜労働市場＞ 

 ★財や労働市場の規制が強いほど、生産や雇用の調整速度が遅くなる。 

 ★転職率が高く、労働移動コストが小さいほど経済変動を大きくする。 

 ★実質賃金の柔軟性は、経済変動緩和にはそれほど影響していない。 

 ★ビジネスと労働の間の信頼度と完全失業率では、高い信頼性を持つ国々では

完全失業率の上昇は小さい。 

労働市場においては、「信頼」のような要素、「労使関係の質」も重要である。 

＜動学的一般均衡モデル＞ 

OECD の制度指標項目（雇用保護規制、財市場規制、失業給付の受給、賃金交

渉システムの協調の程度）との相関 

    ★より競争的な財市場にすることにより雇用と生産の変動は高まるが、消費の

変動は減る。消費の平準化と雇用は、日本ではトレードオフの関係となる。

（ドイツ・オーストリアでは影響しない） 

＜産業構造・企業＞ 

 ★輸出に占める景気循環的財の比率が高いか、GDP に占める輸出比率が高いと

変動を受ける。・・景気変動財とは重機械・プラント、インフラ輸出等の生産

財等特定産業に特化すると影響を受けやすい。（日本の例では、輸送用機器、

電気機器の輸出が高いのと、農林水産製品、エネルギー・鉱産物の輸入が多

いと影響をより多く受ける） 

 ★アジアの国際的な生産ネットワークでのレジリエンスを見ると、うまく機能

している。・・・ASEAN 域内貿易が好影響を与えている。 

★IT 等の技術革新は、リスクや不確実性下の相互依存性を脆弱なものとする。 

 ★営業利益が景気循環、為替レート、新機能創出、多能性の 4 要素からなるコ

ブダグラス型関数であると仮定すると、日本では製薬産業の方が電気機械よ

りよりレジリエントであるといえる。 
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④産業連関分析 

 東日本大震災におけるサプライチェーンの途絶による効果（影響）を産業連関

表分析を行った結果、被災地市町村別及び産業別の純資産ストックの被害額

は、１０．7 兆円に及んだとのことであった。 

2.2.5 国家の経済戦略 

経済のレジリエンスの確保および強化は、まさに国家的な戦略の問題であり、経

済・産業構造や経済成長（アベノミクスの 3 本の矢はまさにこの点でも重要であ

り、真意有効性を発揮する戦略であるかが問われる。）、より長期的な目標、経済

危機をもたらす要因の回避（ここでは、政治・外交主導での無用な近隣諸国との

摩擦の増大回避も含まれる）、経済安定に資する制度・インセンティブスキームの

構築等が挙げられる。以下に戦略項目を列記する。 

＜経済のレジリエンスの解決の５つのチャンネルと 23 の戦略＞ 

１） よりレジリエントな経済構造 

① 産業構造の高度化（高付加価値製品・サービス産業の充実） 

② 輸出先の多様化 

③ 在庫確保とチャネルの多様化 

④ 自動安定装置（限界税率、失業給付）の引き上げ 

２） 経済成長の向上 

① 研究開発・人材育成投資の強化 

② 教育・訓練・技術革新・無形資産お向上に向けた政府の税・予算体系 

③ 雇用・成長の同時達成（環境・医療） 

３） より長期な目標の強調 

① 人的資本、社会環境活動の評価 

② 起業支援 

③ 安定賃金政策   

④ 長期的価値の評価、所得再分配による消費の継続的安定化 

４） 経済危機をもたらす要因の回避 

① 国際的な規制の協調の活用による市場監視 

② 研究開発投資の補填 

③ 新規参入、独占企業の解消、自由競争の促進 

④ 投機的取引に対する課税強化 

⑤ 安定株主構造化 

⑥ 地域分散 

５） 経済安定に資する制度・インセンティブスキームの構築 

① 事前の財政余剰 

② 即効性のある公共事業 
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③ 持続性あるビジネスモデルの重点支援 

④ 失業抑制政策・積極労働市場政策 

⑤ 雇用維持・柔軟な雇用調整の評価 

⑥ 社会貢献活動の企業価値化 

 2.2.6 産業政策の例（日本の産業政策をレジリエンスの観点か見直すとき参考となる） 

   アメリカの例： 

アメリカ（COC）による産業政策による 7 つの経済のレジリエンンス強化策 

① 政府調達によるレジリエンス関連投資の奨励  

② レジリエンスに関する研究開発の望ましい水準の提示（自己最適化送電系

統、先端パイプライン技術、高度精製技術、小型ジャストインタイム化学

処理技術、再生可能原料） 

③ より強いリスク管理能力を持つ企業を評価する市場メカニズムの強化（有

価証券報告書上の非財政項目のリスク開示をガイドラインで普及）   

④ リスク評価能力を向上する分析ツール（計算モデル）への投資     

⑤ 災害に強いコミュニティを支える地域情報共有ネットワークの促進 

⑥ 新しい安全技術を配備するさいのコストやリスク減少への官民協力によ

る協力 

⑦ アメリカ国内における研究テーマや教育カリキュラムにレジデンスを位

置づける 

2.2.7 世界経済フォーラム（IMD,ダボス会議）での国家の競争力の課題（リスク） 

 ダボス会議で報告された国の競争力に関する問題点として以下の 5 項目が出さ 

れ、従来のサステナビリティ（持続的成長）だけではなく、これらのリスクに 

どのように対応できるかが重要であると指摘された。 

       ・所得格差（経済的リスク） 

       ・財政不均衡（経済的リスク） 

       ・温室効果ガス排出（環境リスク） 

       ・サイバー攻撃（技術的リスク） 

       ・水資源問題（社会的リスク） 

    ＜具体的には、経済危機の分析からのレジリエンスの応用が重要＞ 

    ★先進国を始め、各国での所得格差（この裏には人種差別と雇用不足〈若年層 

の失業：人口増加も一因〉、資産格差がある。フランスの T.ピケティ氏によ 

る「21 世紀の資本」（所得格差、資産格差の解消と教育の充実が主旨）の問 

題をどのように把握、認識し対応するかも大きな課題である。 

    ★民間の貯蓄が高く、経常収支赤字であるほど経済成長に不の影響がでる。 

    （先進国における需要不足と先進国‐途上国間での投資需要の格差） 
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     ★世界的な金融の統合や相互依存性が危機を加速させた。 

       ・・・EU におけるギリシャ、スペイン、イタリアの状況（隠れているが

日本の財政危機） 

     ★主要先進国は、燃料純輸出対 GDP 比とエネルギー自給率 

との相関関係は高い（但し、米国はシェールガス・オイルの開発により、

エネルギーの輸出国に転換）（2014 年後半からの原油価格の下落によるロシ

ア等の資源国の不況派一時的なのか）                

★温室効果ガス排出量削減（2015 年のパリ会議に向け、先進国（アメリカ、

中国そして原子力発電問題を抱える日本とその他の途上国（ブラジル、イ

ンド等）の溝は埋まるか 

     ★サイバー攻撃（問題にされる中国、北朝鮮の加え ISIL（「イスラム国」）や

イスラム系過激派による攻撃も含めどのように対処するか 

      ・・・2015 年１月６日のパリのイスラム系による襲撃テロ、日本人人質の

ISIL による恐喝と殺害テロ等も発生し、中東の過激派の行動をどのように

阻止するかも大きな課題が突きつけられている。 

     ＜サマリー＞ 

     アジアのダイナミズムを取り込むことも重要だが、国内経済の産業構造を強

靭化することは不可欠である。 

    ★内在的な力を引き出すエンパワーメントが重要 

    ★リスク軽減のため、良質な資本ストックをいかに蓄積するか 

     効率化社会とレジリエンスな社会とは産物が違うが、二者択一でなく、両立

を目指す必要がある。 

     定量的なモデル分析のみならず、ナラティブ（語り）、インフォーマルな組織、

無形資産等の役割を再評価する必要がある。 

本論では、特にビジネス分野に焦点を当て、企業並びに産業を対象としてレジリエ

ンス及びレジリエントについ述べていく。 

 

2.3 レジリエンスの対象・範囲による分類  

  レジリエンスは①社会科学面からのアプローチと②自然科学(工学)面からのアプロ

ーチ、そして③人間・家族、個人の精神面からのアプローチの３つの大きく大別で

きる。      

本論では①に焦点を当て③人間・家族、個人の精神面からのアプローチは除外して

行くこととする。また、②の自然科学特に物理的な国土保全及び国土・インフラ強

靭化（国土、防災・減災といった土木・工学的）という側面でのレジリエンスのア

プローチも一般的な紹介にとどめる。但し③のうち個別企業においては構成員であ

る経営者、社員・従業員のレジリエンスの強化（折れない心を如何に育成するか、
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メンタル側面での強化やトレーニングは大切である）は重要ではあるが社会科学面

としてのアプローチでは当面は除外しておく。一部ビジネス分野特に企業のレジリ

エンスにおいて、人的資源の保全、レジリエンスにおいて述べる。 

項目として、アプローチ方法（４つの大項目、とそれぞれの中項目）並びに対象

範囲（９項目）によるマトリックスとして把握してみる。 

なお対象範囲では次の 9 項目とする。（地球・国際レベル、地域レベル、国家レベル、

地方政府・大都市レベル、産業レベル、企業レベル、コミュニティ、企業内・組織

内レベル、家族・個人レベル） 

＜４つのアプローチ＞ 

１）社会科学面からのアプローチにおける対象と４分類                

＜経済システム＞制度や仕組みに関するレジリエンス・・・資本主義のレジリエン

ス、 制度と資源のレジリエンス、各種の経済連携システム（TPP 等）、所得格差（資

産格差）、都市問題（所得格差）、産業間生産性格差（下請け構造等）、地域間経済力

格差、グローバル企業と内需型企業、貧困家庭等のレジリエンス                                 

＜産業活動からの環境汚染等＞環境汚染（河川、湖沼、海洋等）、大気・土壌汚染、

森林破壊等の問題に関するレジリエンス、CO2 等排出）、産業廃棄物とリサイクル、

化学物質取り扱い（環境ホルモン）、企業の社会的責任、コンプライアンスリスク、

環境意識に関するレジリエンス、                      

＜政治システム＞安全保障、テロ・紛争、戦争、民主主義、治安・安全、汚職・腐

敗、企業ガバナンス、地域自治活動支援に関するレジリエンス          

＜社会システム＞人口問題（人口爆発・人口減少）、貧困問題、大都市・スラム問題、

感染症・衛生問題、交通・情報通信システムのレジリエンス、物流・エネルギー・

インフラシステムに関するレジリエンス、サプライチェーン・適正在庫・備蓄、廃

棄物処理とリサイクル、ステークホルダーとのコミュニケーション（良き市民《CSR

等》、地域。コミュニティ活度・ボランティア活動に関するレジリエンス、安全・安

心・防災・防犯意識に関するレジリエンス 

２）自然科学（工学）面からのアプローチ                       

＜地球環境変動＞地球温暖化、生物多様性の棄損に関するレジリエンス、広域汚染（海

洋・湖沼、国際河川、森林等）、自然災害（地震、津波、洪水、台風、竜巻、噴火、豪

雨・豪雪による被害に対するレジリエンス、局地的災害、停電・交通マヒ・通信障害

等に関するレジリエンス 

 ＜物理的劣化対策＞国際的支援ネットワークの断絶等に関するレジリエンス 

インフラ監視・点検（主要、予備）、主要インフラ（道路、鉄道、港湾・空港、 

ダム、上下水道）、電力・エネルギー・情報通信インフラ、企業の設備当の自主点検、

家屋等の保全・補強に関するレジリエンス 
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＜自然災害＞地球的監視システム、物理的対策・対応システム、広域情報共有・伝達

システム、国土強靭化に関するレジリエンス・・・日本は「国土強靭化基本法」の

もと省庁を跨った対策・対応を検討しているがまだ方向がようやく定まりつつある

状況で、具体的な対応は中長期かかる。 

＜疾病・感染症＞パンデミック（SARS やインフルエンザその他の感染症）への対応、

医薬品開発、医師・看護師等の動員やネットワークの脆弱生に対するレジリエンス、

物理的対応手段（車両、ヘリコプター等を含む）の確保、医薬品・衛生用品等の備

蓄、医薬品生産体制の強化、医療機関（中核、地域診療機関、診療所の把握と連携）

に関する情報・対応に関するレジリエンス 

３）人文科学（人間・家族、個人）（精神・文化）面からのアプローチ           

＜人間・家族・個人・精神面（ストレス対応含む）＞人種・宗教での寛容性、人権保

護に関する侵害・障害に対するレジリエンス、弱者・障害者対策、各種差別問題（男

女、人種、宗教、年齢、教育、福祉）に関する障害・対応に関するレジリエンス、職

場ストレス（精神疾患）、メンタルトレーニングに対する対応とレジリエンス、地域と

のコミュニケーション、メンタル面の強化とレジリエンス                                

＜組織内の精神面＞NGO,NPO 等[宗教・医療組織、教育組織、福祉、救援組織等、ボ

ランティア組織等]の組織内の精神の意識の毀損（燃え尽き症候群の回避へ）へのレジ

リエンス、企業等における従業員・従事者のメンタル疾患へのレジリエンス 

４）行動プロセスからのアプローチ                       

行動・プロセスにおけるレジリエンスは以下の４つのフェーズでのアプローチがある。 

＜洞察・調査・予測＞のレジリエンス、国際的取り決め・条約・憲章、規格の制定（ISO,

その他の国際的な標準、ルールを含む）及びそれに対する現状認識対応の遅れ等に関

するレジリエンス、国際的専門化の動員、国内の法的整備と予算・人員措置、人材息

性・組織整備と工程表（ロードマップ）作成と対応ヘの遅れに関するレジリエンス 

＜計画のレジリエンス＞対応計画、検証後の修正、行動計画に関するレジリエンス 

＜実行のレジリエンス＞スケジュール（工程表、ロードマップ）に基づく実施の遲延

に関わるレジリエンス 

＜検証のレジリエンス＞段階ごとの検証、実施状況の監視、是正勧告への対応に関す

るレジリエンスが挙げられる。 

以下に各種のレジリエンスの特徴をアプローチの違いと対象分野のマトリックスをご

参照願いたい。「レジリエンスのマトリックス」（表－１－１、－２、－３） 
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2.4 ビジネス分野（産業・企業分野）のレジリエンスについて                         

レジリエンスは、国際的・地球的な側面からビジネス分野そして家族・個人にま

でその対象範囲は広いが、本論では、ナショナル・レジリエンスからビジネス・

レジリエンスを主な対象とする。特にビジネス分野に焦点を当てた詳細論議は第

6 章以降述べることとする。ただし、論旨の中で他のレジリエンスに相互関連等

が深い場合は、同時に取扱うこととする。                      

ビジネス分野におけるレジリエンスについては特にⅰ）日本での東日本大震災に

よるサプライチェーンの断絶、ⅱ）タイにおける大洪水による大規模（産業およ

び生産中止期間）な生産中止、ⅲ）アメリカでのハリケーン・カトリーナによる

被害並びにウォールマートによる迅速な対応にその例を見ることができる。         

①勿論、古くは 1971 年のドルの兌換停止、1973 年、1978 年の中東戦争に端を発

した、1 次、2 次オイルショック、1989 年の冷戦の集結とドイツ統一やソ連崩壊

があり、2001 年ニューヨーク等を襲った 9.11 同時多発テロとその後の 2 次に亘

る湾岸戦争、2008 年のリーマン・ショックも大きな契機となっている。            

②さらに 2014 年に勃発したウクライナ紛争とユーロ危機そして何より 2015 年 1

月のパリを襲ったイスラム過激派の事件は、世界経済、政治、社会にまたがる大

きなリスク問題に発展する様相を見せている。                                        

それに対するレジリエンスの問題をナショナル・レジリエンスから国際的・地球

的レジリエンス（対テロ対策）とともにビジネス分野のレジリエンスへと広がり

を見せている。                                 

③昨今の自然災害におけるレジリエンスでは、米国の COC で「ハリケーン・カ

トリーナとウォールマートの対応」が取り上げている。ここで１例を上げる。                      

事例：ハリケーン・カトリーナの災害対応：（ウォールマート）：                 

上陸のかなり前から（大西洋上で熱帯低気圧であった頃）独自開発システムによ

り、ⅰ）各店舗への輸送の代替ルートとⅱ）緊急配送拠点の計画に着手していた。      

⇒自動化された在庫管理システムにより必要な物資の場所が明確に分かった。ま

たどのトラックも車載コンピュータ技術が搭載されているため、出荷先をいつで

も変更することができた。＜サプライチェーンの高度化は、災害管理におけるサ

プライチェーンのレジリエンスの服地効果の一つであり、国がその受益者である。

しかし、その投資は生産性強化、在庫の見える化、及びサプライチェーンの継続

性と柔軟性を根拠としており、それらすべてが競争上の優位性にとっての中核要

素である。⇒翻って、日本においては政府、地方自治体、企業のどれをとっても、

非常時の重大自然災害リスク（感染症対策は遅れている）に対する対策ばかりが

強調され、発生確立の高い、産業活動に対する又企業活動においても、通常の事

業活動に影響の出る災害リスク、経営リスクに対しては、対策が弱くレジリエン

スの重要性が認識されていないと言える。（一部、グローバル企業、グローバル展
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開を行っている産業は対策を採り始めている）                         

欧米企業は、国家の中核を民間の企業活動（この結果、市民の生活、活動もある）

においているため、企業のレジリエンスがそのまま国家のレジリエンスとなると

考えている。国防（安全保障）も企業活動、ひいては市民の生活を守るという点

が明確である。 

2.5 複眼的な観点でのレジリエンス 

政治・防衛問題までに対象を広げないが、やはり貿易立国、資源（エネルギー、

鉱物資源、食料等）を海外に多く依存するわが国のような国家のナショナル・レ

ジリエンス（強靭性：迅速に回復する力）を高めることは、重要であり国家の問

題・戦略のみならず、経済活動を構成する産業、個別企業の問題・戦略でもある。 

・先進国の所以は、この回復する力が高いことがその重要点である。経済不況から

の脱出もこの力である。国の財政バランスや金融システムも同様にレジリエンス

の観点から再度見直すべき項目と言える。 

・そして、なによりレジリエンスの基本は、組織の強靭さも然ることながら、個人

の強靭さにある。この観点から各種の分野・立場・段階・時期での「人」の強靭

化（精神的な強さ、へこたれない・潰れない、チャレンジできる、楽観視できる

心の強さ、柔軟さ（優しさも含まれる））を以下に図るかが重要となる。この点は、

最終 10 章で述べる。 

 

3. ナショナル・レジリエンスとは                         

ナショナル・レジリエンスについて述べる前に、グローバル化した昨今では、どの国

家も 1 国だけでは、政治・経済・社会そして文化は成り立たないのが現状である。こ

の点でまず、国際的（トランスナショナル叉はインターナショナル：この用語はニュ

アンスを異なる用語ではあるが）・地球的なレジリエンスについて考察してみる。       

3.1 国際的・地球的レジリエンス                            

「レジリエンス・マトリックス」で確認するように、経済面では、T.ピケティの「資

本主義の 21 世紀」で問題視されたごとく、資本主義のレジリエンスが問われてい

る。さらに 20 世紀後半 80 年代頃より、環境面では、地球温暖化問題、そして政治

面では、自由主義・民主主義とこれらの根本にある人権やテロ（サイバーテロも大

きな問題となりつつある）、技術面での IT の発達は、情報の瞬時の伝達と情報過多

による障害問題と情報の偏在（デジタルデバイドの派生とその溝の深さ）そしてサ

イバーテロの発生が生じ、また人口爆発問題、貧困と治安（安全保障）が大きな問

題となって来た。これらから発生する国際紛争や環境悪化、社会変動に対してどの

ような有効な対策・手段を採るとレジリエンスを高めることとなるか、大きな議論

となっている。国際的な仕組み・組織、制度設計もなされるが、実行段階での認識
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や負担（メリット、デメリット等での違いがあり）必ずしも各国の満足を満たして

いない。各種の国際機関においてなされる決議や  

計画も各国間での調整が大きな障害となっている。                 

3.2 ナショナル・レジリエンス（国家のレジリエンス） 

各国ではそれぞれ国にあったレジレンスの強化策を策定し、日々その実行に移って

いる。特に、米国、欧州先進国では、その策定は競争力強化、テロ等の社会事件・紛

争対策、自然災害対策と項目別に総合性のある施策を策定してきている。以下 3.2.1

では、アジア太平洋地域の国別のリスク・マネジメント力のランクや 2,3 の国のレジ

リエンスの方針を列記し、3.2.2 ではわが国のレジリエンスの方針を「国土強靭化基

本法」や産業競争力懇談会（COCN）の報告書、東京大学政策ビジョン研究センター

のワーキングペーパー（日本のリスク・ランドスケープ第 1 回調査結果）（平成 26

年 7 月）等をもとに考察してみる。    

3.2.1 各国のリスク・マネジメント・ランキングとレジリエンスの方針 

 

海外での関心の高まりは、1 企業、1 地域、1 国を超えた相互的活動として認識さ

れている。このための具体的な取り組みとして、BCP/BCM の構築が進められてい

る。特に、東南アジア、中南米、東欧で熱心であり、我が国にとって経済の相互

依存が高い APEC 地域でのレジリエンスを向上させることは国益につながる（APEC 

日本の輸出の 76％、輸入の 67％）こととなる。企業のグローバル・サプライチェ

ーンの維持にも大いに貢献する。 

3.2.2 フィンランドのレジリエンス 

フィンランドのレジリエンスに関する階層的な分析は、この手の「国のレジリエ

ンス」の分析、理解に大きく貢献している。 
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2014 年3 月3 日（競争力懇談会COCN）・東京大学政策ビジョン研究センター・ 

（レジリエント・ガバナンス）【産業競争力懇談会 2013 年度 研究会 最終報告】(資料４－２）

より引用 

①フィンランドの例では、市民・消費者のレベルから政府・企業そして世界的

なテーマである食糧、物流・金融、データシステム・通信、エネルギーとエ

ネルギーネットワークの基本的な課題と 5 項目の外部脅威を図式している。     

（但し、ここでは半島国家・大陸との陸続き、自然災害があまりない国で、

日本のような自然災害や海運により輸出入の途絶（エネルギー、食料等）の

特徴的なリスクはあまり触れられていない） 

3.2.3 わが国のレジリエンスの方針                       

自然災害が多いわが国では、国土強靭化基本法のもと特に自然災害対応や防犯対応

に力点が置かれたレジリエンス対応策が取られていることは、自然災害が比較的少

ない欧米諸国とは異なる特徴を持っている。 

ここではレジリエンス（Resilience）とは、外的な危機時の耐性（危機管理能力）

と急回復する力を言う。 

  我が国での対応に関して、横断的な分野として、以下の 6 項目がある。 

① 国の危機管理体制 

② 地域内・地域間連携フレーム 

③ BCP/BCM の推進、 

④ 規制の非常時特例（緩和策）＜東日本大震災を教訓に＞、 

⑤ レジリエンス税制の創設 

⑥ レジリエンスの国際展開 

また対象とする重要インフラとして 4 項目を上げている。 
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ⅰ）社会インフラ（道路・交通・港湾・空港、輸送手段）、飲料水・食料・医療・医

薬品備蓄、燃料＜石油・ガソリン等備蓄＞、避難・救護施設、医療施設等） 

ⅱ）産業・エネルギーインフラ（電力・エネルギー（備蓄と輸送手段：パイプライ

ン・ローリー、貨車、船舶）、非常用電源・非常用発電設備、自律分散電源（風

力、太陽光、地熱、その他）、巨大産業設備群、石油・石油化学コンプレックス、

電力、製鉄、サプライチェーン）、 

ⅲ）情報通信インフラ（通信：有線（固定電話）、無線（携帯電話）（防災無線）（ラ

ジオ）、インターネット、インターネット経由動画・映像）、映像（TV、監視カ

メラ、その他）、通信衛星・放送衛星 

ⅳ）金融システム・インフラ（金融・信用システム（含む郵貯）、為替、株式・証券、

保険システム、ネット金融・証券、ネット決済、ネット通貨、その他） 

国の競争力として、経済、政治、軍事、文化、社会が主となるが、（国家の存亡：国 

民の力、政治力、経済力、国富、人権、福祉政策、）J.ナイ氏により従来の「ハード・ 

パワー」に対して「ソフト・パワー」の重要性が提唱されて来ている。これらを維 

持、向上させることもレジリエンスのひとつとも言える。 

（注）＜ハード・パワー＞とは政治・軍事力であり国際連携力、一国の統治力、集団的自衛力、自国

防衛力、国際紛争解決力を言い、＜ソフト・パワー＞とは、文化社会力であり研究開発力＜高

等研究機関＜基礎分野、応用分野＞民間研究機関、教育力（初等/中等教育）（高等教育、知的

創造性）、イノベーション力、医療・介護システム力、文化力＜地域文化の多様性、ファッシ

ョン・メディア文化、言論の自由度、文化活動支援（音楽、美術・工芸、舞台、映像等、伝統

文化、NPO含むボランティア活動、伝統文化・文化財保護・保全（有形、無形）そして自然保

護力（環境、里山・里海保護、生物多様性確保、絶滅危惧種の保護等）を言う。産業政策では、

職業・就業支援力（職業訓練）、就業支援、失業者支援：雇用・労働支援・確保）社会政策で

は生活保護、社会福祉支援力（障害者対応、母子・父子家庭、独身者、高齢者支援、児童対策、

乳幼児対策）いわゆる警察力（防災・防犯対応力：テロ対策・情報テロ、社会災害（都市災害、

大規模交通渋滞、列車・航空機・船舶事故等の災害対応）、自然災害対応力（地震、津波、噴

火、落雷・停電、竜巻、台風災害等〉がある。 

 3.2.3.1 レジリエント・ガバナンス： 

  大規模災害等の非常事態に直面した際、限られたリソース（ヒト、モノ、情報、時

間、空間）をもとに、政府・地方自治体・民間企業・NPO,市民社会が、協働メカニ

ズムによる事前準備・応急措置を進め、社会システムを支える重要インフラシステ

ムの「被害の最小化」と「早期の機能回復」の実現を図ることである。 

①非常事態への事前準備フェーズと事後対応フェーズ：                

ⅰ）事前準備で重視すること 
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   ・・オール・ハザード・アプローチ、重要インフラシステムの複雑系システムと

相互依存性の理解、ハードに偏らないソフト面の重視、時間要素の導入、地

域的エリア間の依存性の把握を図ること 

ⅱ）事後対応で重視すること                           

日本版インシデント・マネジメント・システム、非常時指揮システム、状況

認識を支える情報システム（確保と維持）、関係各省庁をまとめる司令塔機能 

ガバナンス設計の検討プロセス                     

ⅰ）重要インフラシステムの構造の把握、ⅱ）重要インフラ間の依存関係ⅲ）

脆弱地点（ポイント、要点）の解明ⅳ）脆弱性軽減策の開発（導入）ⅴ）・ガバ

ナンスの設計ⅵ）リスク・マネジメント計画の策定と実行のシミュレーション 

が重要である。 

4.社会システムのレジリエンス（含む都市のレジリエンス）              

社会インフラに対するリスク対応と不測事態が発生した時からどのように正常状態への

復帰が迅速にできるか、その程度により成長力、競争力に大きく影響する。                             

都市並びに社会のレジリエンスは、リスクの把握、評価、対応そして市民への公開・

教育（周知と対応策の認識の）の程度による。この正常状態復帰への取り組み・対応・

対策の程度が高いか低いが評価され、ひいては広域地域（電力、ガス、情報通信、交

通、公衆衛生・保健医療システム等）のみならず集積度の高い都市（メガロポリスを

中心に人口 100 万人以上の都市：世界規模では数千万人の都市が続々と発生してきて

いる）においても同様の評価がなされる。 

特に都市の国際化は観光等で訪れている各国の人に適切に通知・連絡し対応ができ

ることを準備することを意味する。また障害者（、病人、独居高齢者、視聴覚障害）・

高齢者等の弱者対応もまた重要である。この点で、日本の大都市は、自然災害特に直

下型巨大地震に対する備えではかなり脆弱と言える。無論、個々の住民、個人もそれ

相当の覚悟を持って準備、対応する必要がある。にもかかわらず相変わらず行政依存

（補助金の要望も含め）が高いのが現状であり、個人として重い腰を上げていないの

が現状である。一方で、東京を例に取ると中心部の大企業を中心に、企業のレジリエ

ンスの観点（BCP、BCM の観点からも）から地震・防災対応の建造物強化や建て替

えを推進してきている。（東京オリンピック・パラリンンピック開催もひとつの契機と

はなっている。） 

4.1 重要インフラ・ガバナンスの事例 

 ＜電力、石油（灯油も含む）、車両用燃料（ガソリン、ディーゼル等）、ガス＞ 

１） エネルギー需給システム 

供給者側の対策のみならず需要者側（企業、組織、そして個人）の平時から

の自衛的備えが必要（備蓄等） 
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２）エネルギー相互の依存関係 

系統電力が停電した際、分散電源の稼働により系統電力復旧までの電力の供

給には、燃料の十分な確保が必要になる。その燃料が欠如すれば、石油やガ

スを供給するインフラが動かず、安定供給は困難となる。 

   ３）「自由化・市場化」と「レジリエンス」の相克 

     自由化による競争的なエネルギー供給環境（独占価格でなく、競争的な価格） 

     の構築という視点に加え、「レジリエンスの高いエネルギー供給構造」を作る

という視点を重視し、バランスのとれた制度改革を進める必要がある。 

   ＜石油＞ 

１）石油輸送が困難な初期局面（72 時間：3 日）に備え、需要家による自衛的な

石油製品の備蓄強化 

   ２）石油コンビナートの液状化対策による出荷機能喪失を防ぐ。又輸送手段や SS

（サービスステーション）の被災を想定し、タンクローリーの予備力やドラム

缶や仮説 SS による給油能力強化を推進 

    ・・・精油会社、物流会社、販売子会社、特約販売店・販売店を包括する「系

列全体の BCP」を早期に整備する。 

    ・・・系列を超え、関係省庁と石油業界による燃料供給支援の「協議体」を構

築し製油所周辺の道路・航路の優先的啓開の実現、被災・復旧情報の一

元的かつリアルタイム共有システムの構築、緊急物流円滑化に必要な規

制緩和特例を事前準備する。 

   ＜天然ガス＞ 

１）地政学リスク対策 

国産天然ガス(但し、ほとんが輸入)等の開発＜中・長期的＞と天然ガスの事業

者間の融通を容易にする。このため、LNG 売買契約における仕向地条項見直し

を進める。（政府の支援と東アジア＜日中韓＞、東南アジア＜ＡＳＥＡＮのうち

被産油・参ガス国＞各国の協調が重要。） 

２）ガス供給不全リスク対策 

天然ガスパイプライン網の整備、規制緩和による建設コスト低減を促進 

大規模貯蔵設備として、枯渇ガス田活用の法的ルール整備を含めた具体的検討 

（危険物、可燃物の取り扱いに関する技術進歩の状況を無視した現状の規制・

法規の見直し等が必要） 

３）電力需給逼迫リスク対策 

天然ガスパイプラインの整備とコジェネ等の自家用発電設備の普及・拡大を

税財政措置により推進する。 

   ＜電力＞電力セクターのガバナンス設計 

   １）「系統電力」・・地域間電力連系・危機時の融通余力の強化 
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            （必要なインフラ：東西周波数変換や北本連系等の連携強化） 

            需給調整能力拡大に向けたスマート・グリッド技術開発当の

推進。電力設備応急復旧に向けた必要資機材、燃料、人材等

の迅速な確保、各種情報の迅速な共有化を図る。 

   ２）「分散電力」・・系統から独立して稼働できるよう、十分な石油の備蓄、中圧

ガス配管への接続、蓄電池との併用等安定化運転技術の導入、

水冷式エンジン型発電機への水供給確保を行う。非常時電源

でなく常用で活用できるコ・ジェネレーションが有効。 

   ＜公衆衛生・保健医療システム＞ 

１） 急増した医療ニーズ（サージ）に対して、人命・負傷者救済の観点から事前に

基準を明確化・共有して資源（医療資源を中心に）の効率的配分を準備する。 

２） 医療機関は地理的に偏在し、又通信・エネルギー・物流等他のシステムに依存

しているとの脆弱性を抱えている。  

３） 医療の分化した専門区分や官民の運営形態の差異、各機関の財政能力の制約も

ある。 

４） 優先順位等行動原則を確立、共有し、複線的バックアップ体制を構築する。 

ⅰ）希少資源の効率的使用、ⅱ）潜在的な医療資源の把握（発掘）と非常時に

おける動員体制の構築（救急救命士等の活用、看護師、その他医療従事者）ⅲ）

依存関係にあるシステムとの連携、ⅳ）医療ニーズと利用可能資源の把握のた

めの情報システムのその活用のためのマイナンバー等の活用ⅴ）冗長性の確保、

ⅵ）効果的なマネジメント・システムの構築（リスク・マネジメント・オフィ

サー等の職務の設置とリスク・マネジメント計画の策定 

  4.2 レジリエンス強化のための政策パッケージ 

１） 医療機関レジリエンス確保のためのパッケージ 

① 建物事態の強靭化、②エネルギー確保のインフラ関連、③給水の備蓄と

代替手段の確保（周辺施設、敷地内設備の脆弱性検討及び耐震性向上）

④医療ガス設備の耐震化、非常用医療ガス設備・スペースの確保⑤医療

機関内のソフト・パワーとしての強靭化 

２） 医薬品等提供レジリエンス確保のパッケージ 

①医薬品・医療機器メーカーへのレジリエンス拡大（サプライチェーン）

（医薬品卸も含む）②監督官庁、自治体のレジリエンス拡大      

３）情報通信システム                        

国家・地方自治体、組織、社会、産業そして個人においても、基本とな

る活動の前提として適切、的確な情報の伝達、（発信、受信、保管、そし
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て加工等）が重要となる。この点で、各種の情報通信システムのレジリ

エンスの確保が重要である。（政府、行政、民間、個人を問わず） 

        ・インターネット網の確保、地上波・マイクロ波、 

     ４）交通システム 

・交通システム（含む都市交通システム）               

交通システム確保の主要道路、高速道路の確保以外にも地方道、迂回路

の確保  

・都市交通として地下鉄網、私鉄網、バス路線の確保 

５）都市・都市防災システム：地震・火災、洪水、豪雨・都市内水等の自然

災害対応として、都市においては、備蓄食料・飲料水、上下水道、衛生

施設（トイレ等）、広域避難所・広場・公開空地・公園等の確保も更に重

要となる。 

 

5.産業競争力の維持・向上としてのレジリエンスとは何か 

なぜ競争力が必要かについて考えてみる                    

－サステナビリティからレジリエンスへの大きな潮流の変化－（世界経済フォーラム報

告書の指摘している点）

DODA（「“未来を変える”プロジェクト」より引用）http://doda.jp/contents/mirai/report/002.html 
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  先進国で、日本のみが経済敵競争力が高いにもかかわらず、レジリエンスがあま

りに低いことにある。 

  つまり、リスクに対する対応を先送りし、現在の反映（経済成長およびいびつな

福祉＜バラマキ＞に終始してきた。国民・企業・産業活動セクターに応分の負担

を求めてこなかったことに起因すると言える。 

  それでなくても世界的に異常な自然災害発生地帯に立地しており、国民、住民が

国土に暮らしていくためには、相当の覚悟と負担をしていかなければ、持続的経

済成長や発展はありえない。この点で世代間の納得いく負担も重要となる。 

5.1 競争力の構成要素 

① 国の競争力：経済、政治、軍事、文化、社会（国家の存亡：国民の力、政治力、経

済力、国富、人権、福祉政策、政治・軍事力＜ハード・パワー＞：国際連携力、一

国の統治力、集団的自衛力、自国防衛力国際紛争、文化社会力＜ソフト・パワー＞：

研究開発力＜高等研究機関＜基礎分野、応用分野＞民間研究機関、地域共同体レベ

ル（集落、町内会、学・校区）、広域支援システム（ボランティア団体、個別 NPO）、

個人・地域支援システム（一時支援、衣食住その他）国際的支援システム②ダボス

会議で「レジリエンス」が注目されるようになった背景は、気候変動に代表される

さまざまな世界共通の脅威に対して、「現状維持（サステナビリティ）」が困難にな

ってきており、それに代わる新たなアプローチが必要になってきたという点が挙げ

られます。                                 

例えば金融という側面をとってみれば、最近 10 年の世界金融システムと資金の移

動はそれまでに比べて飛躍的に連動性を高めており、2008 年に発生したリーマ

ン・ショックのように破壊的なダメージをグローバルレベルでもたらしてしまうよ

うになりました。                             

前出のリンダ・グラットンは著書『ワーク・シフト』の中で、こうした世界規模で

問題を発生させうる変化が「テクノロジー」「グローバル」「人口」「社会」「エネル

ギー・環境」などさまざまな分野で起こっていると指摘しています。   
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「ワーク・シフト」（L.グラットン）より引用 

これらの変化は、世界のどこにいても避けることはできない。             

そのため世界各国は、「今までの状態を維持しよう、ある一定の定常環境を保ち続けるこ

とが長続きする秘訣だ（＝サステナビリティ）」というスタンスから、ひとつの定常状態

ではなく「何かが起きることは間違いないから、その変化とそれによって受けるダメー

ジに耐え、吸収し、そして次の新しい均衡環境（＝成長もしくは衰退）につなげられる

ようにしよう（＝レジリエンス）」というスタンスへ変化してきた。これこそが、グロー

バル・アジェンダとして現在、世界中が「レジリエンス」に注目する理由である。                                     

国、組織、企業、個人がそれぞれビジョンと、ミッションに従い策定した目標に向かっ

て進むとき、そこには外的な変化や想定外の事態が発生し、それによって大きなダメー

ジを受けることがあります。このとき、「変化に抵抗し、ダメージを抑え、創造的に飛

躍することで、最後は成長につなげられる」という考え方が、現在グローバルで「レジ
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リエンス」のニュアンスにもっとも近いと言える。ここで活躍する人材が、R.フロリダ

が指摘したクリエイティブ・クラスの人々であると言える。 

☆対応策として以下の 3 点を明確化することが重要である： 

 政策の優先順位・・・産業、企業にとって、また物理的な企業活動の拠点の立地によ

りその優先順位は異なる。国内事業が中心か、海外との取引連

携が多い産業・企業かによっても異なる。 

           消費財（消費者向けサービス業を含む）製造産業と生産財製造

ではその対応が異なるのは当然である。 

           また、生産財のうち部材・部品製造業であれば取引先企業との

連携は当然重要である。（サプライチェーンにおいてもその重要

度・優先度は異なる。 

           国際取引や国際分業、（同じグループ企業で多国間取引を伴うも

のも含む）、同じ企業でも事業分野、商品が異なればこれもまた

重要度や優先度が異なるのは当然である。 

 リスク管理の責任の分担・・・責任者、責任部署のコミュニケーションは重要で貼る

が、1 人、1 部署のみで全体管理や責任を欧区とはもはや不可能

である。分担を大いに検討する必要がある。 

 官民間のリスクコミュニケーション・・・レジリエンスは 1 社のみで確保し、強化で

きるものではない。特に広域に渡る、重大事態が発生した場合、

多国間で発生した場合、その対応には官民一体での協力が必要

であり、この前提としての適切なコミュニケーション（方法、

場所、時期、責任者等）が欠かせないことは言うまでもない。

（化学物質（汚染物質）、危険物、放射性物質、廃棄物等） 

           協力体制も重要である。（企業間、企業‐地域、国際間の情報、

物資、原材料、物資・資材、人材等の利用・活用も重要となる。） 

 

6．ビジネス分野（企業を中心として）のレジリエンス               

―競争力の評価は、成長（Growth）と強靭性（Resilience）で評価される時代― 

6.1 ビジネス・企業（組織）活動としてのレジリエンス 

ビジネス活動を行う主体として、企業およびその他の組織の活動がある。 

企業においてはその規模や事業形態によるレジリエンスの考え方、取り組むは異な

る。また非企業の組織体（国家、行政・地方自治体、農林水産関連法人、非営利組

織（教育、医療、宗教、NPO/NGO 等の組織）、その他非営利団体、任意団体、協同組

合等々あり、その規模も多国籍企業、合弁企業から大企業、中堅・中小企業、地場

小企業・商店等各種ある。それぞれが異なったレジリエンスの概念と対応を計画し、

遂行している。ここでは特に大企業やそれらに準ずる規模の企業に焦点を当てて考 



 

 

総合知学会誌 

 

109 

 

察してみる。イメージ図を以下に示す。 

                 

（DODA（「“未来を変える”プロジェクト」より引用）http://doda.jp/contents/mirai/report/002.html 

より引用） 

6.2 企業のレジリエンス： 

 企業が抱えるリスクを概括し、それに対するレジリエンスを見てみる。     

リスクは主に以下の３項目に集約できる。 

    １）伝統的なリスク：財務成績（財政）・・・成長（収益）、                 

自然災害、物理的安全保障、法的コンプライアンス・・

費用（膨大なリスク・損失）・・場合により企業の消滅に

つながる。                           

２）収益要因に関わるリスク：イノベーション、知的財産、協力関係 

          企業の成長・衰退（中長期的に、慢性的に）、消滅 

３）その他リスク： 企業文化、労働市場慣行である・・短中期での成長（活

性化）、安定化（長寿企業へ） 

このうち、１）、２）については特に、いろいろな観点で、取り上げられてきた。 

但し、３）については、これが企業のレジリエンスの強化に関連するリスクと 

してそれほど認識されていないのが今までであった。 

企業（組織）の基本はやはりその構成員のうち最重要である人材であり、その 

「個人」のモチベーションをレジリエンスの考えに取り入れるか、再度認識す 

べき点である。 

  6.2.1 企業の経営戦略、事業戦略の視点からの見方 

   企業にとって、リスク管理と重大事象が派生した場合の短期的対策復旧と中長期

的普及・回復の方策、手段を取ることは重要課題として認識された。 
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   20 年前の阪神・淡路大震災、2008 年のリーマン・ショック（金融危機）、2011

年の東日本大震災とそれからの原子力発電所からの放射能漏れ、2013 年のアルジ

ェリアでのテロ事件、2013 年のトヨタ車に対する米国での安全問題に関わる訴訟

事件、そして 2014 年後半からのウクライナ問題や原油価格の下落（シェール革

命を起因の一つ）、2015 年 1 月 7 日のイスラム系によるパリ銃撃事件とその後の

イスラム過激派テロ集団による相次ぐ事件の度にリスク管理とそれへの対応それ

からの回復として国際レベル、国家レベル、産業レベルそして企業レベルでのレ

ジリエンスをいかに高めるかが焦点となってきた。 

    産業・企業レベルでは、従来のリスク・マネジメント（ERM）、BCP や BCM

の作成対応だけでなく、被害後、ダメージ後の復旧・回復の柔軟性をいかに保持

するかが愁眉の問題となってきている。 

   ①レジリエンスの思想としては、欧米型と日本型に大きく 2 つに大別できる。 

  ⅰ）欧米型（IT における障害等が出発点）では事業継続最優先のため、事業拠 

点を複数持ち、代替拠点を準備する等の対応をとる等の事前対策が事業活動 

の継続のための対応として始められて来た。 

ⅱ）一方、自然災害が頻繁に発生する日本ではともすると、自然災害や事故（イ

ンフラの事故）そしてガバナンスや CSR の課題に対し個別的に対応したり、

力点が集まりすぎる傾向が強い。                    

このため国土の保全を前提に事業活動の継続はその下位概念で取り扱われて

きており、各企業グループも自然災害（東京の直下型地震対策や東南海・東海

地震等）を対象とした対策が主となって個別に対応・計画を立ててきている。 

②今日、レジリエンスで問われているのは、企業の経営・運営の観点でのビジネ

ス上のリスク（製品開発、マーケットの動向、事業オペレーションの変化）、グ

ローバル化に伴い政治、経済、社会的影響そして、文化的な内部の従業員・組

織のレジリエンスについてであり、この視点からの取り組みが少ないように思

われる。 

   ③わが国の企業が取り組む姿勢と方法の参考例としてよく紹介されるモデルを見て

みると以下のようである。BCP や BCM そして ERM に関して、多国籍企業は言

うに及ばず大企業・中堅企業においても、独自に叉は損害保険会社や各種のリス

ク・マネジメント会社・コンサルタントの協力のもと作成、日頃の準備を行って

いる。一方中小企業等に対しては、経済産業省・中小企業庁が BCP,BCM のモデ

ルを作成し、国内の中小企業に普及と作成を測っている。 
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（株式会社インターリスク総研・taishin-net.com/solution/special より引用） 

  ④組織レジリエンスの背景には、事業継続マネジメント・システム（BCMS）

(ISO22301）に関連する社会セキュリティの考えがあり、リスク・マネジメントの

ISO（ISO31000）や組織の文化を大事にする姿勢も求められています。環境マネ

ジメント（ISO14000）も入る。 

組織レジリエンスマネジメント（ORM）

          

（インターリスク総研資料より引用） 

   企業（ビジネス分野）での組織レジリエンスを高めるためのシステムとして、従来

の BCP/BCM から ERM（企業のリスクマネジメント）との統合までの進め方の段

階を以下に図示する。「ORMS の成熟度の６段階」＜ANSI/ASIS SPC.4‐2012＞ 
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（インターリスク総研より引用）                               

ステップ１：経営者も含め誰もわかっていない。ステップ 2：自分ができそうなことをプロジ

ェクトを組織してやる。ステップ 3：範囲を広げ複数のリスクにプログラムに組んでアプロー

チする。ステップ 4：それぞれの相互関係、サプライチェーン、他社との関係、相互関係間を

統合してアプローチする。ステップ 5：システムの「あるべき姿」が入り、規格をすべて網羅

する。ステップ 6：規格を超え、ERM・レジリエンス・BCM が統一された状況で、文化とし

て定着した状態・段階 

          前述のとおり、日本型の BCM（地震等の自然災害対応が出発点）やレジリエント 

対応に関しては、72 時間程度のごく短期的な対応や、1－数ヶ月単位での対応はし 

ているものの、中心は自然災害やインフラ事故対応のプランと対応であり、経営環 

境の大きな変化（リスク）対応のものとはなっていない。 

一方、欧米型（IT における障害等が出発点）の事業継続最優先のため、事業拠 

点を複数持ち、代替拠点を準備する等の対応をとっていたため、2001 年の米国の

同時多発テロの発生においても、この思想から複数拠点の設置が金融業界でなされ

ていたため、ニューヨークの金融センターが事故にあっても金融市場の混乱は最小

限に食い止められたと言える。 

日本のレジリエンスの考え方の基本には、自然災害や事故が主である。       

 （インターリスク総研資料より引用）

（http://www.taishin-net.com/solution/special＿issue/87lvn7000001c315.html） 
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 ⑤個別企業のレジリエンスとリスク管理の考え方 

   企業が考えるリスクの範囲は概ね以下のとおりである。 

１）伝統的なリスク： 

・財務成績（財政）・・・成長（収益）確保についての備えも少なく、現在し

かあまり見ていない。 

（３－５年後や 10 年先を見据えたプランがない。・・・目標の売上や収益予

想はあっても具体的な方針や困難な事象や事故が発生した場合の回復のプ

ランがほとんど明示されていない。） 

・法的コンプライアンスに対しても、ほとんど作成されていないのが現状で

ある。北米でのトヨタ自動車の訴訟問題、昨年 2014 年暮れからの自動車

の安全装置としてのエアバッグの破損対応に見る、タカタ、ホンダでの対

応やレジリエンスを高める対策は不十分なことが露呈している。 

・食品業界や外食サービス業界（マクドナルド）でもこの点の対応が準備で

きていないと大きな損失を発生し、レジリエンス能力が低いと評価される。

費用（膨大なリスク・損失）および企業の信頼性の毀損 

・当然、株価下落の大きな要因となる。場合により企業の消滅につながる。                           

２）収益要因に関わるリスク：イノベーション、知的財産、協力関係の構築や 

対応も不十分と言える。企業の成長・衰退（中長期的に、慢性的に）関わ 

る対応が少ない。 

★良い例として、デジタルカメラ市場の飽和と縮小傾向（結果としての

低収益化）に対応すべく、監視カメラ業界のトップ企業（英国）の買

収を進めたキャノンは、事業収益に関わる変動を減らすためのまさに

レジリエンスの能力を高める行動をとったと言える。（新たなイノベー

ションや経営戦略がなければ消滅の道へとつながる。） 

★悪い例として、コダックが消滅したのもフジフィルムと対比して、そ

の行動（イノベーションや協力関係の構築等）に新たな対応をしてこ

なかったと言える。 

３）その他リスク： 

企業文化において、官僚的な運営方針を転換できない場合、運営に支障を

来たし機能不全に陥る。いわゆる「ぬるま湯的な企業体質」（茹で蛙状況と

なる危険性が高い）となる。 

いわゆるオーナーが支配する企業や長寿企業にも発生する。 

・時代の変化に対応するため、積極的に労使関係のコミュニケーションを

とり、新たな業務スタイルを企業文化として開拓し、又複数事業を行う

企業にとっては、事業ごとの独自性のある文化の創生が必要となる。こ



 

 

総合知学会誌 

 

114 

 

れを怠ると、企業の機能不全や麻痺が生じ、結果として企業収益を悪化

させ、倒産の危機に陥ることがある。 

★悪い例として、かつての日本航空㈱やもこの例といえよう。 

・労働市場慣行において、従来のような行動を取り続けると、新規参入

企業との差が出てくる。 

生産性の向上を目指す取り組みができず、従来の労働市場の慣行のま

までは、新たな事業展開や新規事業の取り込みが困難となる。新たな

労働環境の土俵や枠組みを設定する産業、企業がレジリエンスが高い

と言える。 

★悪い例として、旧日本国有鉄道がある。労働争議となった石炭産業も

この例と言える。地方公共団体の関連組織（XX 公団・公社、YY 機構、

第三セクター株式会社等）も挙げられる。 

★良い例として、新たなビジネスで展開力の高い「リクルート」や「楽

天」等・・短中期での成長（活性化）、と持続的成長そして安定化（長

寿企業へ） 

  6.2.2 企業を構成する個人（人材・人的資源）のレベルからの見方 

企業の内側、特に人材・人的資産そして企業を構成する企業の個人から「レジリ

エンス」を「企業」「個人」といったレベルで考える際に、「個人」を中心に「企

業」「グローバル」の 3 つの領域の関係に注目して、これらをそれぞれ高めるこ

とが「レジリエンス」を高めることになる。（「未来企業〜レジリエンスの経営と

リーダーシップ〜」（L.グラットン）（2014））以下 2 つの図表で見てみる。） 

     

・最も内側の領域：社内のレジリエンスを高める → 個人 

・真ん中の領域：社内と社外の垣根を取り払う → 企業 

・最も外側の領域：グローバルな問題に立ち向かう → 世界 
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内（社内）なるレジリエンスを高める 3 つの活力が「人的資産の三角形」の内

容である。  

       

注）このフレームは、リンダ・グラットン氏が構成する「働き方の未来コンソーシアム」に参加する

Cisco、IBM、ユニリーバ、タタ・コンサルタンシーなどの各国の事例を研究し、そこから導き出さ

れている。 

           個人のこれらの 3 つの力、能力を引き出し、高めることが企業（ビジネス分野の

レジリエンスを高めこととなる。（L.グラットン）・・・（事業の操業・運営時期別）   

     

    （l・グラットン「未来企業」より） 

このことに気づき、実践している企業がレジリエンスの高い企業であり、これを

牽引するのがリーダーであり、このリーダー教育が重要である。（L.グラットン） 

具体的には、社会的つながりとして、サプライチェーンの末端まで気にかけるこ

とであり、更に各種のステークホルダーとの関係を保持することである。BOP の底

辺お顧客にまで気にかけることである。 

また社内・社外の垣根を取り払うことは、外部の協力会社(サプライチェーン等)、 

地域社会・組織・個人とネットワークを結び、コミュニケーションをとることで 

もある。 

グローバルな問題に対して、3 つの要点があるⅰ）コア・ケイパビリティの見極め、 
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強化、つなげる、ⅱ）専門家の洞察力を活用する、ⅲ）専門家のスキルを活用す 

る。グローバル課題として多国籍企業では、現地の人材・マネジメント層の展開 

力・動員力の引き出しが重要である。ステークホルダーとして、現地政府や本国 

政府との連携も当然必要となる。 

最後に、リーダーシップ像も変化してきている。トレンドとして、従来、以下の 

５項目ⅰ）金融市場における短期主義、ⅱ）市民運動の激化、ⅲ）企業の 

信用の低下ⅳ）増長するフォロワー、ⅴ）可視化と透明性があるが、今日ⅰ）につ 

いて、あまりの短期主義は問題を孕み、より長期へと変わりつつある。ⅱ）は 2014 

年のニューヨークの 99％運動を始め、T.ピケティの提言も含め対応を模索しつつあ 

る。ⅳ）についても今後より重要性をましてくる。 

L.グラットンによれば、「本物のリーダーの条件は、経験が必要であり、特に「組 

織周辺」（つまり本社だけにいない）を識り、厳しい試練を体験し、内省と対話を促

す、そして何より世界を見据える視座を持つこととであう。」 

取り組みとして 3 つ「時間裁量幅」を長くする。（1 つ目は、長期的に見て、ビジ

ョンを作れる）、2 つ目は、多様性のある広範な人脈を築ける、3 番は協力体制を築

くである。未来企業は、絶えず社内のレジリエンスを高め続ける必要がありこのた

め、社内の知性と知恵を増幅させ、人脈や人間関係を活用してイノベーションやビ

ジネスチャンスを広げ、価値観を持っていることなる。（高い倫理性：道徳的指針を

与える） 特に社内の組織関係では、従来の経営者・上司（親）と従業員・部下（子）

といった関係から大人対大人の関係となり両方の責任が重くなる社会となる。」とし

ている。 

リンダ・グラットン(著)、吉田晋治(翻訳)「未来企業‐レジリエンスの経営とリーダーシップ」

(2014/8/7)（プレジデント社） 

7．各社のレジリエント対策（ポリシー） 

ここで、国内企業のレジリエント対策の例を眺めてみる。 

7.1 損保ジャパン日本興亜ホールディングスの事例（以下同社のホームページ等からの

引用を主とする。） 

＜CSR に関する取組み＞ 

①損保ジャパン日本興亜ホールディングス 【グループＣＳＲ*ビジョン】 

「損保ジャパン日本興亜グループは、未来に向けた対話を通じてステークホルダ

ー*と積極的にかかわりあいながら、高い倫理観のもと国際的な行動規範を尊重

し、気候変動や生物多様性などの環境問題、人権やダイバーシティ、地域社会

への配慮などを自らの事業プロセスに積極的に組み込むとともに、社会に対し

て透明性の高い情報を積極的かつ公正に開示していきます。 

また、常に一歩先を見据えて、社会の安心・安全に資する商品・サービスの提

供をすることで、ソリューションプロバイダーとしてレジリエント*で持続可能
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な社会の実現に貢献していきます。 

*CSR・・（英：corporate social responsibility）企業の社会的責任とは、企業が利益を追求するだ

けでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆる利害関係者：消費者、投資家等、及

び社会全体）からの要求に対して適切な意思決定をすることを指す。 

*ステークホルダー・・（英: stakeholder）とは、企業・行政・NPO 等の利害と行動に直接・間接的な

利害関係を有する者を指す。 また、日本語では利害関係者という。具体的には、消費者（顧客）、従

業員、株主、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関など。 

*レジリエント・・レジリエンスが形容詞になると「レジリエント」（Resilient: 回復力のある）に変

化。 レジリエンス・・(英：resilience)とは、「精神的回復力」「抵抗力」「復元力」「耐久力」などと

も訳される心理学用語である。レジリエンスの概念は、個人から企業や行政などの組織・システムに

いたるまで、社会のあらゆるレベルにおいて備えておくべきリスク対応能力・危機管理能力としても

注目を集めている。 

     ２０１４年９月１日制定」 

   ②損保ジャパン日本興亜ホールディングス 【グループ環境ポリシー】 

損保ジャパン日本興亜グループは、かけがえのない地球環境を未来へ引き継ぐ

ため、業務プロセスに環境への配慮を組み込むとともに、ステークホルダーと

の積極的な対話と協働を通じて、環境問題の解決に積極的に取り組むことで、

レジリエントで持続可能な社会づくりに貢献していきます。 

≪環境行動≫ 

＜１＞社会のレジリエンスを高めるための商品・サービスの提供 

自然災害リスクに備える商品・サービスを安定的に提供します。 

また、気候変動の影響の軽減、低炭素社会の構築、生物多様性の保全、ステ

ークホルダーの環境配慮行動の促進等に寄与する商品・サービスの開発・提

供に努めます。 

＜２＞バリューチェーンを含めた環境負荷の低減 

事業活動に伴う環境への負荷を認識し、環境関連法規制等の遵守はもとより、

さまざまなステークホルダーと連携・協働して、省資源、省エネルギー、資

源循環に取り組むとともに、バリューチェーン*全体での環境負荷の低減に努

めます。 

＜３＞環境問題に対する意識啓発、環境・地域貢献活動の推進  

社会全体の環境問題に対する関心を高めるため、保険事業を中心にさまざま

な事業を展開しているグループならではの知見を生かした環境関連情報を発

信することで、環境保全の重要性を社会に広く伝えていくとともに、環境教

育・啓発活動に努めます。  

また、社員ひとりひとりが「よき家庭人、よき社会人」および「地球市民」

として自発的に行う環境保全活動や地域貢献活動等を積極的に支援します。 
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上記の取り組みについて、環境目的および環境目標を定めて定期的に見直し

を行い、継続的な改善に努めます。 

*バリュー･チェーン・・（英：Value Chain）とは、元々、マイケル・ポーター (1985) が著書『競

争優位の戦略』の中で用いた言葉。価値連鎖（かちれんさ）と邦訳される。主活動は購買物流 (inbound 

logistics)、オペレーション（製造）、出荷物流 (outbound logistics)、マーケティング・販売、

サービスからなり、支援活動は企業インフラ、人材資源管理、技術開発、調達から構成される。購

買した原材料等に対して、各プロセスにて価値（バリュー）を付加していくことが企業の主活動で

あるというコンセプトに基づいたものである。 （2014 年 9 月 1 日制定） 

7.2 長寿企業になるためにシェルが取り入れた「シナリオ・プランニング」の紹介 

   シェルが、レジリエンスを高めるために行った取り組みが、「シナリオ・プランニ

ング」である。1970 年頃、長寿企業になるための秘訣を探して研究調査を行ていた。

その結果、まず解ったのは多くの大企業の平均寿命は３０年ほどでしかなく、中小

企業はさらに短いことです。そして、多くの企業は、事業環境の大きな変化にきわ

めてもろいこともわかりました。（日本でも会社に寿命 35 年程度と言われていた） 

   永く存続する企業を築くために、環境変化に対して柔軟な思考や発想で適応する

能力は重要ですが、実際には多くの経営者やマネージャーたちはそれをもちあわせ

ていませんでした。人々が世の中のことを見て、考え、行動する際の思考の枠組み

をメンタル・モデルと呼びますが、多くのマネージャーたちは次のように見る傾向

が強かった。「効率を重視すれば結果を出せる」「標準化をすることによって質が

高まり結果につながる」「企業は人々の集まるコミュニティではなく、利益を生み

出すマシーンである」などです。メンタル・モデルは部分的には現実にあっていま

すが、全体像や大局の中で常にあっているものではありません。実際に経営者やマ

ネージャーの判断や行動の前提には、「未来に起こることは今までの延長線上にあ

る」という考えが強く根付いているため、後になって「想定外」といわれるできご

とが起こったときに、企業の存続を危うくする事態が多いことがわかりました。 

   シェル社の課題は、いかに経営者やマネージャーたちのメンタル・モデルを広げ

るか、つまり、想像力をましてさまざまなリスクや機会を想定事項に組み入れるか

について考えるかでした。その目的に適した手法が「シナリオ・プランニング」で

ある。シナリオ・プランニングでは、日常の思考に挑むような起こりうる未来に関

しての複数の外的環境シナリオを作成して、ユーザーたちはもしそのようなシナリ

オが展開したら、何を行うかについて検討する。 

   具体的に、シェルがこのシナリオ・プランニングを定着させる時代背景を見てみ

ましょう。石油の１バレルあたりの 2000 年実質価格を 1861 年頃から 1970 年頃ま

で見てみると、＄120／バレルほどでしたのが、生産量も増えさまざまなイノベー

ションから急速に効率化がすすみ、1972 年頃には、＄20 を切る程度まで推移して
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いた。また、消費量も生産能力も年率７～８％成長しており、競合各社もそろって

生産能力強化に努めていた時代である。 

  ＜石油の消費量、生産能力と稼働率＞   

  

1972 年シェルはこのシナリオ・プランニングでは、一つのシナリオにおいて、「も

し原油の供給が減少に転じるとしたら何が起こるか」という問いかけをマネージャ

ーたちにしました。今までのトレンドからすると考えられないような状況設定に対

して、多くのマネージャーたちはそんなことがあるわけがないじゃないかと反応し

ます。価格はイノベーションや量産化によって低く抑えられ、生産能力は増強され、

いわば、「いけいけどんどん」の成長局面において、原油の供給が減少するなどあり

えないと見られていたのです。しかし、トップとプランニング部門は、検討するこ

とで、メンタル・モデルを広げることの重要性を認識して、マネージャーたちがこ

の演習を実施することを強く求めました。  

石油ショック、そのとき組織のレジリエンスを高めた「分散型の意思決定」 

そして、その演習の翌年にあたる 1973 年 10 月、中東諸国などが OPEC というカ

ルテルを結成し、いわゆる石油ショックがおこりました。このとき、世界の石油が

枯渇したわけではありませんが、産油国が生産量をコントロールして、実質的に供

給が限られる状態が現実に起こったのです。それによって価格が高騰し、消費が急

減しました。ほとんどの石油企業は、この状況においての対策を検討しますが大き

な成果にはいたりません。そのことは端的に生産能力の調整に現れています。価格

上昇後３年間ほど消費は低下し、その後上下動しながらも横ばいの時期が 80 年代

まで続きます。当然、新たな生産能力の増強はやめる局面なのですが、業界の大半

はこの石油ショックは一時的なものでまた消費は増加に転じると考え、生産能力の

増強をその後 8 年間も続けました。その間、消費は伸び悩んでいたため、稼働率の

大幅な減少を招き、過剰投資・供給能力によるコスト高によって利益が十分あがら
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ない、低迷状況に陥ります。（１９８５年近くまでスタグフレーションが発生し、日

本の高度成長は終焉を迎えました。 

   なぜ現実に価格が上がり、消費が減少、ないし伸び悩んでいるのにもかかわらず

生産能力増強を続けたのか？これがまさにメンタル・モデルの影響です。       

現実が変わっていても、また消費量は回復し成長軌道に戻る、未来は過去の延長

に戻る、という思考の前提をあらためることができずにいたのです。 

   一方で、シェル社だけは、シナリオ・プランニングの成果によって、まったく異

なる意思決定パターンを展開します。マネージャーたちは、演習の中で供給が絞ら

れた後の価格の動向やその後の消費の回復について、現実的な見方やその確かめ方

について、組織ですでに共有していました。したがって、いち早く生産能力の追加

をやめて、高い稼働率を保ちました。 

   また、一言で「原油」とはいっても産地によって硫黄成分や粘度などが異なりま

す。中東からの原油の供給量が抑えられていますので、代替の原油を調達する場合、

異なる性質の原油に対応する必要があって、石油会社の多くは既存設備では対応で

きませんでした。ところがシェルは、既存の施設で複数の原油の質に対応できる「ア

ップグレーディング」という技術に投資を向けていました。このことによって他社

に比べて原油調達の幅がより広く、オペレーションが継続しやすくなりました。 

   さらに、何十カ国でオペレーションをやっていましたが、石油商品の流通の動向

は、市場や価格の設定方法、規制などが国によって異なります。したがって、どの

ように対応すべきかの方向性は国や市場によって異なるのです。他の石油会社は危

機対応として意思決定を中央トップに集約しようとしたため、国毎への対応は失敗

や大幅な遅れにつながることが多くありました。一方でシェルは、この緊急事態に

おける意思決定の権限を各地域・国に分散することで市場毎に異なるニーズに対し

てより迅速に対応することができたといわれます。 

   その結果、シェルは当時７社ある石油メジャーの中で６・７番目に過ぎなかった

存在から、一気にトップグループに躍り出たのでした。そこで大きな役割を果たし

たのは、現場で迅速に意思決定できる分散型の意思決定です。            

何十カ国で経営する大企業（グローバル企業）にあって現場によって状況が異な

り、また刻一刻と変化する状況において中央に意思決定を集めるということは、大

幅な意思決定の遅れを伴い、えてして情報系統は混乱し麻痺状態になりがちです。  

シェル社においては、シナリオ・プランニング手法を活用することで、分散型の

意思決定に必要なメンタル・モデルを広げるという備えが中央のレベルでも現場の

レベルでもすでにできていたのです。組織のレジリエンスを高めることにおいて競

合他社を大きく上回ることで、事業変化に上手に対応していったのでした。 
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8.レジリエント・カンパニーとエクセレント・カンパニー及び長寿企業について 

  レジリエント・カンパニーについては、「・・危機に強く、回復力が高い、耐性が

あり、事業環境の変化を次なる発展や成長のバネにでき、しなやかさを発揮できる。

そして、働き手（従業員、役員）と顧客を虜にし、社会から広く支持、応援される。

そんな企業・・・」「レジリエント・カンパニー」（P.ピーターセン（2015））とい

う表現もある。但し、この表現は 1980 年代に一世を風靡した、「エクセレント・カ

ンパニー」（ T.ピータース（1982））や「ビジョナリー・カンパニー」（J.コリンズ

（1994）そして「日本の長寿企業」「100 年企業」、「老舗企業」と同類に考えられ

るが、違いはどこにあるのか簡単に比較、考察してみる。 

   ここでは、本論で対象とする企業で、レジリエンスを保有している企業（レジリ

エント企業と称する）と過去 35 年間の間、優良企業研究において幾度となく、調

査され、分析され、そこにおいて評価され、尊敬された企業との共通点もしくは相

違点を簡単に眺めてみることする。 

   優良企業が長生きし、幾多の困難を乗り越え、成長してきたことの裏には、当然

いくつかの危機に対して、柔軟性と弾力性、回復力等を発揮して、財務成績のみな

らず、社会の信用と評価とそして尊敬を受けてきた結果と言えると考えられる。 

   図表－8 で「エクセレント・カンパニー」や「ビジョナリー・カンパニー」で賞

賛、評価された企業でも 30 年も経つと表舞台から退場し、叉は存在しなくなった

企業がかなりあることである。このことは、レジリエンスは、単なる成長や収益基

盤が良く、経営戦略（製品開発やイノベーション、従業員・マネジャー育成・教育

制度・システムが良いことも含む）、経営目標が明確であることだけではなく、市場

対応や経済・社会・政治等の環境に適用・適合が良く、柔軟に乗り越える企業体質

（経営者のみならず住業員、そして近接の組織（顧客、競争先、取引先等）とのコ

ミュニケーション力）がしかりしていることがより重要であるとも言える。企業内

の意思決定の柔軟性の確保やコーポレートガバナンス、CSR 等 

  の企業内の行動規範や実際の行動、検証が出来ていたり、事前に準備（シミュレー

ションを含む）されていたりすることが重要なのであろう。 

   前述のシェルの「シナリオ・プランニング」はまさにこの一例と言える。 

  困難や試練（突然の市場の変化＜原材料等の価格や量の制約＞や規制の強化、ルー

ルの変更等そして社会の商品・サービス、企業に対する対応の変化）を乗り越える

回復力が備わっている企業と言える。（エクセレント・カンパニーやビジナリー・カ

ンパニーそして今日のレジリエント・カンパニーに共通している点もある。今日と

35 年前、20 年前等との違いは、グローバル化の進展や一企業でなく各種の企業間

の連携が進んだこと、IT 技術の進展が経営や経営判断に及ぼす影響が格段 

に上がったことにもある。 
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「レジリエント・カンパニー比較―レジリエント、エクセレント、ビジョナリー、長寿企業－」（図表－8） 
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8.1 なぜ多くの企業の寿命は短いのか？ 

永く続く企業の４つのポイント 

   一般的に、企業の寿命はいったいどれくらいあるでしょうか？ その答えは、失   

望するほど短いものです。書籍『企業生命力』で示された調査結果によると、1970

年の総収入などに基づく全米上位 500 社のうち、実に 3 分の 1 もの企業が 1983 年ま

でに倒産、解散、あるいは、他社に合併された状態になっていたことがわかりまし

た。さらに、多国籍企業、大企業だけとってみても、平均寿命は 40 年ほどで、さら

に中小企業は 10 年ほどでしかないというのです。新興企業の 4 割近くが 10 年もも

たないことがわかりました。     

 日本では奈良時代からある企業や、江戸時代からある企業も多くあり、またヨー

ロッパでも同様です。それでも全体で見てみると、日本とヨーロッパだけの企業の

平均寿命は 12.5 年ほどであるそうです。キャリアとして会社に勤めたり、会社を起

こす人たちにとって、会社の寿命は、わたしたち人間の平均余命よりも短いという

わけです。たとえば、75 歳、あるいは 80 歳生きる人は、その一生のあいだに、平

均で、大企業が２つ潰れると考えると企業の寿命の短さを実感できるでしょう。し

かし、なぜ企業の寿命は永く続かないものなのでしょうか？ 

 シェルの元戦略担当副社長で、現在 SoL 英国（組織開発協会英国コミュニティ）

の顧問を務めるアリー・デ・グースは前述の『企業生命力』の中で、企業を経済の

主体として考えたとき、利益の最大化、効率化を図って株主にリターンをだそうと

する考え方は、企業が長く続くことと相反している場合が往々にしてあると述べて

います。（参考までに、株主は投資先を流動的に変えることが最善と考える向きが

あるので、投資している企業に永く続いてほしいというこだわりは持たないことが

普通です。その流動性は、1940－1975年には株式の平均保有期間が約 7年でしたが、

2007 年までには 7 ヶ月まで短くなり、さらに今日ではコンピュータ制御の発注によ

って分単位で株式が手放されています。） 

言い換えれば、効率を追求すれば追求するほど、企業の寿命は短くなる傾向がある

というのです。逆に、長寿命の企業、特にその規模が大きいにもかかわらず永く操

業し続けている企業の特徴として、以下の 4 つのポイントを挙げています。 

 １つ目に、環境と調和して適応すること。２つ目に、強いアイデンティティ・独

自性をもっているということ。特に、何らかの環境変化が起きた際に強い団結力を

示すこと。３つ目は、意思決定が分散していること。意思決定が現場でなされるこ

とに対して、中央がきわめて寛容であるということです。これは２つ目のアイデン

ティティと深く関わります。アイデンティティも独自性もない中で、各々のプレイ

ヤーが勝手に動くと混乱状態に陥るからです。一方、共通のアイデンティティがあ

れば、各々が分散しながらも全体最適に向けて動きやすくなります。４つ目は、余

裕やあそびを常にもっていること。前述のアリー・デ・グース氏は例として資金を
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挙げ、長寿企業は大きな借金はけして抱えない一方で、事業機会が生じた際には機

動的に投入できるように潤沢な手元資金を保有していることを指摘します。（同族

会社はこのような慎重でかつ機敏な経営を取れる状況に往々にしてある。） 

逆に借金ばかりしている企業は、本当に資金が必要なときに限ってそれ以上借り

ることができなかったりします。 

 以上の、「環境に適応する」「アイデンティティがしっかりある」「分散型の意

思決定ができるような寛容さをもつ」「余裕、あそびを常にもっている」といった

特徴を持つ企業は永く続く企業。一方で利益や効率の最大化を図ることに焦点をあ

てる企業ほど、寿命が短い傾向にあることが、調査の結果わかった。 

8.2 極端な効率化がまねく崩壊 

   ここでいう効率には、財務資本に対する投資効率の意味もあれば、生産性という   

意味も含まれる。生産性は経営者や投資家にとって、経営のマントラになっている

かもしれません。 

 効率を高めた例として、20 世紀もっとも画期的だったといえるのが 1908 年発売

の T 型フォードです。黒塗りで標準化した車をデザインし、それまで、高嶺の花だ

った自動車を、労働者でも手に入るような大衆車を目指して販売開始しました。1913

年にはベルトコンベア・ラインを導入して、革新的に生産性を高めてコストを下げ、

年収の３～５倍以内の低価格を実現して大衆車のはじまりとなった。ベルトコンベ

ア・ラインの作業は労働者にとってはつらいもので、退職率が高かったこともあっ

て、労働者の賃金を 3 倍近くまで上昇させました。こうして、黒塗りのシンプルな

T 型フォード車は実に 1500 万台販売という歴史上も有数の記録を打ち立てます。こ

れも生産性の功績によるものであった。 

 その後、フォードはしばらく自動車業界の王者となるのですが、それも永くはつ

づかず、GM の登場（多様化）となった。GM はフォードのように黒塗のひとつの種類

の車ではなくて、色も、黄色や赤など多種類をだし、車種もキャデラック、シボレ

ー等、顧客のニーズに併せて多様化、差別化をはかりました。こうした多様な品揃

えで販売展開を図る GM に対抗する営業マンたちのジョークが、「フォードはどんな

色でも持っています、その色が黒である限りは」でした。顧客のステイタスやアイ

デンティティにあわせて選べる多様な車を出すという GM のマーケティングの前に

はフォードの生産性追求による低コスト戦略は通用せず、あっさり首位の座を譲り

渡したのでした。ラインを徹底的に効率追求すると、ひとつの規格に併せて標準化

でき、その規模を最大化すればコストが一番安くなります。ところが、そのモデル

でやっていったのでは、消費者ニーズが多様化する局面では環境変化についていけ

ません。マネージャーは歴史的にも、また直感的にもわかっているはずです。 

 変化の加速化する時代では、標準化や生産性の追求は諸刃の剣となりかねない。

一方、多種多仕様ものが１つのラインでつくれるよう生産ラインをフレキシブルマ
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ネジメントシステムのようにしていくと、さらに柔軟性、多様性が増してきます。

（ちなみに、こうした特徴を有するトヨタ生産システムによって躍進したトヨタの

時価総額は、ほんの一時期の例外を除き過去 30 年にわたってフォード、GM を含む

ビッグ３の時価総額を上回っているといわれる。） 

 何か課題があるときに効率を最大化するのではなくて、いかに多様なニーズや変

化するニーズに適応するかという柔軟性、適応力を残してはじめて存続することが

できます。加えて、時代とともにニーズはたえず変化していきます。長く売れ続け

ている商品、例えばコカ・コーラは、瓶の形などのマイナーチェンジも何度も繰り

返えしています。コカ・コーラに限らず、何十年も続くヒット商品というのは、必

ずマイナーチェンジを頻繁に重ね、時折大きなポジショニング・チェンジなどもす

ることでそのアイデンティティを永く保つことで知られている。これがまさに環境

適応という側面で、それができる会社やブランドのみが、長く残ってきています。 

8.3 長くパフォーマンスを出す企業に必要な指標「レジリエンス」 

  このように極端な効率追求は崩壊をまねくことを私たちは市場で痛い目に会いなが   

ら身をもって知っているはずです。企業が永く続いていくためには多様性や冗長性

は環境適応力を高めるにも関わらず、経営者、マネージャーや投資家は、あくまで

生産性や効率をあげることを追い求め、多様性や冗長性を切り捨てる傾向にありま

す。効率や生産性もまた、今の時代が求められているからでしょう。 

 効率は重要な目標である一方で、効率化が行き過ぎた場合、効率そのものの長期

パフォーマンスはおろかその土台となるすべてを崩してしまうジレンマの中にいま

す。このジレンマの中で、どの程度の効率化を目指すのが適度なのでしょうか？ ど

こまでいくと崩壊の危険があるのでしょうか？ そうしたときに、効率というひと

つの軸で考えていたら、この解はでません。過去をみても将来に対する、示唆はあ

りませんし、過去利益がでた会社が今年も必ず利益がでるという保証はどこにもあ

りません。そこで必要な考え方がレジリエンスです。レジリエンスというのは、企

業が長くパフォーマンスを出し続けていく上で、効率という尺度では測れない「必

要なこと」は何かこれを示す指標になります。レジリエンスは、何かの要素がもつ

特性であるというよりも、システムのレベルでもつ特性、つまり全体像や文脈の中

ではじめて捉えることができます。 

 効率ばかりを目指す経営は、風の吹き荒れる崖淵にいて、一本脚で前に進もうと

している状況といえるでしょう。強風にあおられてよろめいても立ち続けるにはも

う一本の脚が必要です。偉大なる先人は皆もっていたレジリエンスという知恵をあ

らためて見直す時ではないかと考える。 

P.ピーターセン「レジリエント・カンパニー」(2015) 東洋経済社  
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9．経営に求められるもの 

  企業におけるレジリエンスを探ってきた中で、「企業は株主（だけ）のもの」ではな

く、「企業という組織を使って、社会（ステークホルダー等）のために必要な、良い商

品（製品）、サービスを継続的に提供し、その結果としての利益を産み出し、次の時代

へ新たな商品・サービスを提供することにある。」ということになる。このため企業は

できる限り柔軟な組織、運営形態で管理され、またいつ何時起こる社会現象、自然現

象に備えていくことが求められている。 

  レジリエンスもまた、社会、顧客、消費者またサプライチェーンを通して、広く社

会・取引先から求められている。単なる収益が良い事のみならず CSR だけでなく永

続して事業継続が図れるよう準備し、検証し、実地にて対応する能力を高めている企

業が求められてきている。勿論、企業は 1 社のみでは存続し得ないため、関連企業と

の連携や地方自治体、政府そしてグローバル企業（多国籍企業）にあっては、地球市

民として、事業を展開する各国（原料調達、製造、加工、貯蔵、販売、研究開発等の

各種の希望を有する拠点）との調整、連携等を行う必要がある。 

  特に自然科学（工学）や自然災害のみならず疾病対策、社会科学面での経済・経営

システム、政治システムでの課題・問題解決に当たっての知恵と地道な努力を怠らな

い姿勢が重要となる。国家間での競争も重要でありその構成員の最重要セクターとし

ての産業・企業の競争力優位のためのレジリエンスの強化・構築は大きな課題である。  

とかくわが国は、自然災害が多い国であり、自然科学（工学）面での対応に重点を

置きがちでは有るは、やはり社会科学面でのレジリエンスの強化は欠かせない。 

  また、人文科学分野として企業・組織の構成員である従業員、マネージャーの人間・

家族・個人の精神面（ストレス等）でのレジリエンスも重要となってきている。 

  レジリエンスは、人間の心理面を始め、企業、産業、国家、地域そして地球・国際

レベルで起きる事象（自然現象、社会現象、重大事故等）に関して広い観点に及んで

いる。       

その対応を事前に認識し、把握し（重要度《影響度》、量、時期等）、対応すること

が重要である。起きてしまった後、対策を立てたり、対応したりすることでは、回復

が遅れるのみならず他社（者）、組織、国家等への影響が大きくなる。 

 企業の社会的責任は、まさにレジリエンスの高い企業であると言える。 

  この観点からの経営を今一度、再確認して社会に有用な企業、存続して欲しい企業

を目指すことであると言える。 

  このためには、企業の本質としての良い商品・サービスの開発でありそのためのイ

ノベーションの重要性は欠かせない。またその前段階での研究・試作等において、他

企業・組織・大学等の連携や共同研究、オープンイノベーションの適用・活用もその

一つとなる。グローバル化においては、この対象・共同相手方が世界各国の優秀な企

業、人材であり、の確保にある。そして総合としてのマネジメント力・経営力の進化
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も重要となる。このマネジメントのなかに、持続的成長があり、その対応としてのレ

ジリエンス力を高めた経営がある。 

  今日では、すべての商品（財）やサービスが 1 企業、1 事業所で完結して製造、販

売されることはなく、すべた何らかのサプライチェーンでつながり構成されている。 

企業形態も 1 企業やグループ企業、継続取引関係の中核企業（親会社という場合もあ

る）と協力会社（子会社や下請け企業とも言われる）のみならず広くサプライチェー

ンに関連する企業を含めたレジリエンスの強化を思考した経営が求められる。 

 （自然災害対応や都市災害、事故対応、社会的事件（テロ、感染症等を含む）対応の

みならず、企業経営の根本である、製品開発や市場獲得＜失敗すれば企業そのものの

消滅もある＞、販売力等でのレジリエンス確保が短中期では重要となる。長期的なレ

ジリエンスを高めるのみならず、長期、短中期でのレジリエンス対応項目での重要度

分析や、優先順位を的確に行う経営力が真のレジリエンスの高い企業となり、結果と

してエクセレント・カンパニー、長寿企業として、尊敬され社会より必要とされる企

業となる。 

 

10.結論と今後への示唆 

＜社会的・政治的テロに対する反応とレジリエンス対応の国家及び国際政治の対応＞ 

2015 年 1 月 7 日昼（現地時間）フランス・パリで新聞社シャルリー・エブド社を標的

としたイスラム系武装グループによる銃撃事件が発生した。これに対しての反応は、言

論・表現の自由を奪うテロリズムの暴挙として、民主主義国家フランスに対するのみな

らず、世界の各国家が「異常な蛮行」と非難し、遺憾の意を示し、40 カ国・機関の首脳

やトップが抗議のデモ（同年 1 月 11 日）を行うに至った。 

なお事件発生の７日にはフランス全土に警戒レベルを「攻撃警戒」というレベルに引

き上げ、国民に団結を呼びかけた。 

 今回のテロ事件に対する対抗と精神的・政治的・治安的等多面的な対抗と復興はこれ

からとなるが、特殊なグループとしてのみ対応するのか広く国際的な平和への枠組みの

中で対応するのか予断を許さない。   

単なる力での対応ではもはや解決しない恐れがある。特に今回は、イスラムや中東・

アフリカ地域での事件ではなく、またイスラム過激派が越境してきて起こした事件でも

なく、アラブ系・イスラム教徒の二世、三世（フランス国籍を取得し、在住している）

が社会の矛盾や人種差別等よりもたらされた失業問題や全般的な社会の閉鎖性・不満の

中で宗教指導者に対する侮辱に対する反抗・抗議を旗頭として行ったものであり、フラ

ンス社会ひいてはヨーロッパ社会（アメリカも含まれる）に対するレジスタンスと受け

取れる行動であった。 
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 テロリズムを非難することは、現在欧米のみならずアジア、ロシアでもそしてイスラ

ム諸国でも同様のスタンスでいるが、国内にイスラム過激派が多く存在する国家では必

ずしも同様の対応は取れず、足並みは当然揃わない。 

更に今回の問題を欧米イスラムの衝突（以前、サミュエル・ハンチントンが提唱した

「文明の衝突」の構図）で単純化して捉えることは、更に問題を複雑化させ、解決の糸

口を狭めることになるとの言論も出ている。欧米対イスラムの対立構造と捉えると 400

年前に遡っての問題枠組みとなり、現代史や現在政治・経済・社会システム等からは容

易に解けない連立方程式となってしまっている。   

＜経済・経営システム＞企業にとって（ビジネスの分野）では、上記の政治的事件に対

する間接的な対応としてのテロ対策としての従業員、顧客の安心、安全を確保すること

は、重要ではあるが、やはり企業としてビジネスでの課題、問題を解決し、又はシナリ

オを作成しての対応準備や予測を継続して、自社のみならずサプライチェーンの関係先

を巻き込んでの対応とレジリエンスの向上、強化は欠かせない最重要経営課題と言える。 

 生産性の向上、市場の開拓・維持確保、新たな商品・サービスの開発（イノベーショ

ンを伴う）と永続的な販売・提供並びにその結果としての利益の確保こそ重要課題と言

える。勿論、自然災害や事故（情報セキュリティ、インフラ事故等）に対する対策とし

てまたそれヘのレジリエンス強化も基本的課題と言える。 

＜社会・自然災害対応システム（含む原子力発電所事故に関する対応も含め）＞におい

て、企業にとっては、生産活動、販売・物流活動の拠点の保護・レジリエンスの向上が

重要問題となる。特にインフラシステムやエネルギー、医療、食料（コンビニ弁当のサ

プライも含め）、宿泊等の施設に携わる企業にとっては、企業の活動が社会の活動維持に

大きく関連する点で、その対応がより重要となる。社会的責任は、まさにこのような場

合にどこまで社会に対してサービスを適用できる体制がとられたかにかかってくる。 

表層的な、サービスでなく基本に立ち返って、本当に社会から必要とされる企業になっ

て行くことが大切である。（特に医薬品等であれば、世界に対しての供給や備蓄のレベル

を保つことが世界で信頼される企業となる。） 

この意味で真のグローバル企業が求められる責任は、我が国企業のもならず世界で活

動する多国籍企業にとっても同様に重要な点である。企業立地も経済合理性でのみの立

地ではなくなることもある。 

企業や産業におけるレジリエンスを高める活動は、終わりがなくまた企業の成長。持

続的活動並びに企業収益、産業の活性にとって軌を一にしていると言える。 

国家におけるレジリエンスは社会インフラや災害普及に向けての体制強化や大掛かり

で長期に渡す土木工事建設工事にあるのでなく、国民一人ひとりへの自助努力と個人で

の負担をするための地道な教育がより重要である。 

国際的には、事件、事象（タイの洪水等）、自然災害（スマトラ島沖地震と津波災害等）

があった場合の救援という短期的な支援の形でなく、より具体的に例えば ASEAN 諸国
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での産業の維持に寄与する支援であり、サプライチェーン確保のための準備や活動やそ

の支援でもある。政治的な問題や医療問題でも地域上げての支援体制の確立や人的支援

がますます重要度をます。この場合でも国家だの支援だけでなく、NGO,NPO,そして企

業を巻き込んだ活動が重要となる。 

グローバル化でのレジリエンスには、人・個人、組織の教育、認識、意欲をいかに引

き出すかにある。 

おわりに 

 論文をまとめるに当たり、文献、資料そして各種の講演会、シンポジウム、セミナー

での情報収集と建設的な討議は、レジリエンスを再度認識し、リスク・マネジメントを

考える上で、大変有意義であった。 

 特に、自然災害対応とそれからの二次災害（津波や原子力発電所事故による放射性物

質の拡散等）を中心に対応・対策を事項するとともに、レジリエンスを認識した行動、

活動の重要性を認識することができた。 

 諸外国の状況をそのまま比較することは適切ではないが、一方、世界のどの国でも対

応しなければならない、事象については、落ちこぼれのないような対応、強化が重要で

あることが認識できた。 

 世界を相手のビジネスの分野においても、自然科学面でのアプローチは重要であり、

さらに世界・国際経済の観点から、国家のレジリエンスとして、先進国―途上国の格差

問題、地方と都市との格差の問題、そして大企業―中小企業間の格差の是正が国のレジ

リエンスの強化にもつながることが認識できた。 

 リスク・マネジメントからレジリエンスヘ、大きく課題を広げてしまったが、2011

年 3 月 11 日の東日本大震災に端を発する経済・経営分野でのリスク対応としての分析

は、サプライチェーンの維持、強化、企業におけるリスク・マネジメントの対応、そし

て今回の「リスク管理からレジリエンスへ－企業の競争力の維持と向上に向けて‐」 

そして今回を含め 3 回のシリーズで取り組んできたことに対し、小松会長を始め関係者

皆様に感謝申し上げ度く存じます。 

 

以上 
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究の展望」2012.4 RIETI policy Discussion Paper Series 12-P-008b 

 ・内閣府制作統括官「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）レジリエントな防災・減災機能

強化（リアルタイムな災害情報の共有と利活用）研究開発計画（2014.11.13） 

 ・内閣官房「ナショナル・レジリエンス（防災、減災）懇談会 

 ・国土交通省 別添 1「国土のグランドデザイン２０５０概要」 

・「Working together to reduce disaster Risk」「UNISDR & PwC」(2015) 

 ・「グローバル・バリュー・チェーン分析に関する調査研究 報告書（平成 24 年 3 月）三菱総合研

究所 

 ・米国規格（ASIA 仕様書 1－2009）「組織レジリエンス：セキュリティ、緊急事態準備、及び継続 

  マネジメント・システム－要求事項及び利用の手引き」（2009.3.12）ASIA インターナショナル日

本支部 

＜国の政策・法令＞ 

（「国土強靭化基本法」（平成 25 年 12 月 11 日公布・施行）等） 

・審議会・「ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会資料」。 

・「日本再生デザイン～文献と多様化による、日本再生～」全国知事会 日本のグランドデザイン構

想会議（平成 24 年 10 月） 

「日経トレンディネット」 

 ・日本学術会議東日本大震災復興支援委員会「提言 災害に対するレジリエンスの向上に向けて」 

  （2014 年 9 月 22 日） 

東京大学大学院工学系研究科レジリエンス工学研究センター 

http://rerc.t.u-tokyo.ac.jp/staff/fujii 

京都大学レジリエンス研究ユニット 

「ナショナル・レジリエンスの確保」について（資料 8）（平成 25 年 3 月 5 日） 

＜参考書籍＞ 

「ワーク・シフト」（L.グラットン）（2010） 

「未来企業〜レジリエンスの経営とリーダーシップ〜」（L.グラットン）（2014）） 

「レジリエント・カンパニー」（P.ピーターセン（2015）） 
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「エクセレント・カンパニー」（ T.ピータース（1982）） 

「ビジョナリー・カンパニー」（J.コリンズ（1994） 

「競争優位の戦略」（マイケル・ポーター (1985) ） 

「資本主義の 21 世紀」（T.ピケティみすず書房）(2014)  

 

ホムページ等の資料 

DODA（「“未来を変える”プロジェクト」より引用）http://doda.jp/contents/mirai/report/002.html 

株式会社インターリスク総研 http://www.irric.jp/corporate/mitsuisumotomo/index.html 

・taishin-net.com/solution/special 

http://www.taishin-net.com/solution/special＿issue/87lvn7000001c315.html 

損保ジャパン日本興亜ホールディングス 同社のホーム・ページ 

インターネット情報 

「世界最多の長寿企業を持つニッポン」http://www.nippon.com/ja/features/c00615 

「長寿企業（老舗企業）」http://www.landscape.co.jp/staff-blog/consulting/774.html 

「長寿企業の歴史」http://log-works.com/blog//p=991 

「上場しない「長寿企業」が元気な理由」

http://www.president.co.jp/pre/backnumber/2005/20050214/930 

 

  

http://www.taishin-net.com/solution/special＿issue/87lvn7000001c315.html
http://www.nippon.com/ja/features/c00615
http://www.landscape.co.jp/staff-blog/consulting/774.html
http://log-works.com/blog/p=991
http://www.president.co.jp/pre/backnumber/2005/20050214/930
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