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南海トラフ巨大地震への備え

～ 会社が生き残るために必要なこと～
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内 容

１．過去の地震・津波災害に学ぶ
２．南海トラフ巨大地震への備え
３．会社が生き残るために
４．BCP(事業継続計画)策定の重要性

東日本大震災から学ぶ

＜東日本大震災の被害＞ 2011.3.11
１．超巨大地震（M9.0）の発生
２．超巨大津波の発生
３．原子力発電所の被災
４．東北地方の大規模広域被害

多数の死者・行方不明者、市町村の喪失、避難所で被
災、集落・病院・学校の孤立化、地盤の沈下、長期の
浸水被害、避難所生活の長期化、震災廃棄物（瓦礫）
処理、市街地火災、メンタルヘルスケア、サプライチェーン
停止→世界的規模の生産停止、燃料不足→物流停滞
→生活物資不足、原発事故→広域避難、等

５．関東地方の広域被害
液状化被害、ライフライン被害、建物内被害、通信機
能麻痺、交通網麻痺→帰宅困難者、電力不足→計画
停電、燃料不足→物流停滞 →生活物資不足、等

・何が起こったか！！
・何ができなかったか！！
・何が足らなかったか！！
・何をしておくべきか！！

熊本地震から学ぶ

＜熊本地震の被害＞ 2016.4.14

１．震度7が2度（M6.5,M7.3） 稀な事象か？

２．震度6強が2度（M6.5,M5.8）
３．震度6弱が3度（M5.8,M5.9,M5.4）
４．震度1以上が1079回（4月30日現在）
５．被害の特徴

多数の死傷者（死者60名、行方不明1名、重傷337名、
軽傷1164名：5月1日現在）、市町庁舎被災・機能不全、
避難者多数（約9400名：4月19日現在）、建物被害（全
壊2252棟、半壊2934棟、一部損壊12943棟）、斜面崩
壊・土砂崩れ、野外避難者多数、ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ症候群によ
る死者、避難所・テント生活の長期化、震災廃棄物瓦礫
処理、メンタルヘルスケア、サプライチェーン停止→全国的
な生産停止、液状化被害、道路寸断→物流停滞→生活
物資不足、ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害等

・何が起こったか！！
・何ができなかったか！！
・何が足らなかったか！！

・何をしておくべきか！！

「前震・本震・余震」
型の地震



＜熊本地震の教訓（１）＞
（室崎氏, ﾘｽｸ対策．com vol55 に加筆）

（１）不測の備え
・基礎力、応用力の確保

多様な状況付与型の危機管理訓練の実施
（ﾓｯｸﾃﾞｨｻﾞｽﾀｰ（模擬災害）想定訓練等の実施）

・連携力、補填力の確保
（周囲の援助や補完体制の構築・強化）

・不測の計画（敗北の計画）
（対応資源不足を前提にＢＣＰを策定・見直し）

対策本部が使えない、避難場所が使えない、
経済支援が得られない、社員が参集できない

複合災害訓練（コロナ禍で地震発生等）により、
災害時対応の困難さを体験し、経験値を増やす。

＜熊本地震の教訓（２）＞
（室崎氏, ﾘｽｸ対策．com vol55 に加筆）

（２）不断の備え

・減災に資する活動を不断に怠ることなく実践する。
住居のﾒﾝﾃﾅﾝｽからｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの醸成まで

・阪神・東日本大震災の教訓、減災の常道を守る。
家具の転倒防止、家屋の耐震補強
（震度7が2度発生では十分でないｹｰｽ有り）

・行政、公共機関において、不断の備えを実践する。
（複数機関が連携、事前復旧・復興の取組不可欠）
・庁舎や学校、天井等2次部材の耐震化
・車中泊ﾘｽｸを踏まえた対策
・応急危険度判定の迅速化
・緊急支援物資の配送ｼｽﾃﾑの確保

２．南海トラフ巨大地震への備え(1)

＜南海ﾄﾗﾌでＭ8～9の地震の発生確率＞
（地震調査委員会, 2021.1.1）

10年以内 30％程度
30年以内 70～80％
50年以内 90％程度,

もしくはそれ以上

地震名 発生年 M 死者(人) 倒壊家屋
宝永 1707 8.6 約20,000 約60,000
安政南海 1854 8.4 2,000－3,000 約45,000
昭和南海 1946 8.0 1,330 約35,000
（宇佐美、1996などによる）

次は、超巨大地震発生の可能性も

・何が起こるのか！！
（災害特性の把握）

・どう備えるべきか！！
（過去の教訓を生かす）

２．南海トラフ巨大地震への備え(2)

（１）東日本大震災の教訓を活かす

・「南海トラフ巨大地震」については、千年に1度、

それ以下の頻度で発生する地震を対象。

・ 悪のケース、

死者数32万3千人、

経済損失額 220兆３千億円と想定。

・想定外を想定内にする画期的な対応で、我国の防災

対応の転換点になった。

（中央防災会議）H25. 3.18

防災（安全・安心）対応から
→減災・縮災（危機管理）対応へ

２３万千人（令和元年５月）



２．南海トラフ巨大地震への備え(3)

中央防災会議(H25/3/18)の被害想定
南海トラフ巨大地震（最大クラス）

四国の被害（最悪の事態）

[徳島県]＜死者数＞
約3万3千人（約3万1千人：徳島県想定）

[高知県]＜死者数＞
約4万9千人（約4万2千人：高知県想定）

[愛媛県]＜死者数＞
約1万2千人（約1万6千人：愛媛県想定）

[香川県]＜死者数＞
約3千5百人（6千2百人：香川県想定）

南海トラフ巨大地震（最大ｸﾗｽ）兵庫県/大阪の被害

兵庫県 大阪府

＜死者数＞ 5千8百人 7千7百人

[ 2万9千百人（兵庫県推定） 13万4千百人（大阪府推定）]

＜全壊建物数＞ 5万4千棟 33万7千棟

＜直接被害額＞ 5兆円 24兆円

＜断水＞ 330万人 430万人

＜下水道＞ 450万人 720万人

＜停電＞ 300万軒 450万軒

＜ガス＞ 7,100戸 57万戸

＜避難者数(1日)＞ 24万人 120万人

＜避難者数(1週間) ＞ 32万人 150万人

11

兵庫県各都市
（震度分布）

姫路市
（震度分布）



姫路市（主な被害①） 姫路市（主な被害②）

姫路市（主な被害③）
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姫路市 ２．５(m) ３(m) １２０(分) １１９ (分)

兵庫県各都市
（最高津波水位、最短到達時間）
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南海ﾄﾗﾌ巨大地震（最大ｸﾗｽ津波浸水想定図：姫路市周辺）

2014年2月19日公表
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＜熊本地震の教訓＞

・被害を受けた企業が有効だったと回答した取組み

・備蓄品（水、食料、災害用品）の購入

・災害担当責任者の決定

・安否確認や相互連絡のための電子システム

・火災・地震保険への加入

・避難訓練の実施・見直し

・行いたいが実施できていない取組み

・BCPの見直し

・ｸﾛｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ （代替要員の事前育成）

（資源がない状況での対応）

３．会社が生き残るために(1) ＢＣＰ取組の効果

ﾆｭｰﾄﾝ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（株）
H26年度中小企業BCPに関する調査報告書）

＜ＢＣＰ取組効果＞
・災害対応力の向上（８６％）
・取引先の信頼向上（６４％）
・環境整備・業務改善（６３％）
・人材育成・雇用改善（４９％）
・資金繰り・設備投資改善（３３％）
・売上高・取引先増（１３％）

＜平時の経営上プラス効果＞
・業務ﾏﾆｭｱﾙを改訂、新入社員教育等で活用（運輸業）
・多機能ｵﾍﾟﾚｰﾀの育成、突発的大量注文に対応（製造業）
・電源・ｶﾞｽ緊急遮断装置取り付け環境整備強化（製造業）
・担当者以外でも代行を務める意識が醸成（ｻｰﾋﾞｽ業）
・経営理念具現化、顧客営業活動、新規案件獲得（卸売業）
・BCP取組説明、会社の姿勢評価、売上高増加（ｻｰﾋﾞｽ業）

３．会社が生き残るために(2)

＜事業継続計画（BCP） の策定 兵庫県の現状＞

神戸新聞記事（2019/12/16）より

みなと銀行（神戸市中央区）が、2019年8月に

取引先の中小企業1859社にｱﾝｹｰﾄを実施

（有効回答率 72.7％）

・兵庫県内中小企業のBCP策定状況

・中小企業（本社・兵庫県内） ６９．７％ 未策定

（３６．７％ できていない ３３．０％ 予定なし）

・従業員 10人以下で７９．１％ 未策定

100人以上で７２．１％ 未策定

３．会社が生き残るために(3)

・未策定の理由

・取り組む時間・人員の不足 ３６．０％

・知識・情報の不足 ３１．４％

・必要を感じない ３１．１％

（従業員10人以下では、 ４０％超え）

・2014年との比較（改善の動きは鈍い）

・未策定の割合 ７７．９％ → ６９．７％ に減少

・ 策定済みの割合 ８．２％ →  １５．５％ に増加

（2019年版中小企業白書、全国で策定済み１７%）

・ 従業員の少ない企業では、災害時に被害把握が

しやすいため、「BCPを作るまでもない」という声もある。



３．会社が生き残るために(4)

・BCPは、被災しないための「防災計画」ではない。

・被災後に限れた「資源(ヒト、モノ、お金、情報)」

で、事業継続を果たす「危機管理計画」です。

・災害時に企業が生き残るための計画で、策定には、

「危機管理の考え方」を理解する必要があります。

・また、計画を策定・運用・見直し・改善するための

「人材」 と「マネジメントシステム」が必要です。

•事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)とは

企業が「 災害, テロ, システム障害, 不祥事etc」と

いった緊急事態下においても、業務を継続するため

の「戦略的計画」です。
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BCPは企業の「生き残り計画 」、大規模災害対象の
場合は、 「敗北の計画」とも呼ばれます。

戦略的計画には、以下の３つの行動計画があります。
「緊急時対応計画(EMP)」： 人命保護の行動計画
「危機管理計画(CMP)」 ： 対策本部の行動計画
「事業継続計画(BCP)」 ： 主要事業継続・組織復旧の行動計画

４．BCP策定の重要性(1)

災害発生

第二目標(例えば通常業務への復帰)

第一目標
(例えば組織存続
の最低条件確保)

組
織
活
動
レ
ベ
ル

予防
防止

復旧・回復

事業継続マネジメント（ＢＣＭ）

緊急対策

Time

(process)

危機管理・事業継続の概念

初動対応計画IMP(EMP/CMP) 暫定・全面の復旧・復興（BCP）

災害時における3つの行動計画とは

＜人命保護のフェーズ＞
１．緊急時対応計画(ERP)

＜事前対応＞ 緊急連絡網、避難場所、備蓄品、等の確認
＜事後対応＞ 避難、安否確認、情報収集、負傷者、消火対応

２．危機管理計画(CMP)
＜事前対応＞ 警戒本部設置、出退勤指示、避難指示
＜事後対応＞ 対策本部設置、本格的情報収集活動、情報発信、

後方支援、事業継続方針決定・実効指示

＜事業継続のフェーズ＞
３．事業継続計画(BCP)

＜事前対応＞ 資機材高所移動（水害）、止水版設置（水害）
設備代替拠点へ移動、在庫の確保

＜事後対応＞ 代替手段で業務の継続/縮小/休止活動、事業復旧
活動、BCP解除活動、BCP・危機対応体制解除

参考文献１ 参照



・具体作業を示したマニュアルというよりも、

その作業の上位にある「判断基準や方向性

を示した指南書」のイメージ
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BCPは企業の事業継続に必要な全社的な取組です。
その策定を進めるためには、以下の3点が重要です

①経営トップの強い意志
②経営層の危機感と具体的な方向性
③推進役のキーマン（重要業務担者）の存在

コロナ禍で危機感が高まっている今こそ、BCPを策定・
更新する絶好の機会です。

４．BCP策定の重要性(2) 事業継続ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(BCM)
構築の５つのｽﾃｯﾌﾟ

①BCM基本方針の策定

（経営方針に関連・経営層の関与が重要）

②ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝﾊﾟｸﾄ分析(BIA)

③事業継続計画(BCP)の策定

④実施および運用

③点検・見直し

（教育・訓練・人材育成が重要）
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継続的改善のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ

ビジネスインパクト分析（ＢＩＡ）

（１）何らかの理由で事業が中断した場合の影響度
を時系列に評価

（２）重要業務、中核業務を決定
（３）重要業務、中核業務の目標復旧時間、目標復旧

レベルの決定
（４）重要業務を中断させるリスクを分析
（５）重要業務のプロセスを明確にし、想定リスクにおける

被害想定を実施
（６）目標復旧時間を達成する対策、リスク軽減策を実施

＜ポイント＞
対策コストや実現性を検討し、場合によっては見直す

４．BCP策定の重要性(3) （参考文献2,3）

＜新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応のｽﾃｰｼﾞ＞

ステージ１：安全・安心の確保
（事前） 感染拡大を防止策を講じる段階

ステージ２：オペレーションの維持・継続
（事中） 計画的に業務を停止する段階

ステージ３：ニューノーマルへの適応・変革
（事後） 業務プロセス、ワークスタイル、

サプライチェーン等の変革が企
業に求められる段階



リスクの洗い出し
＜地震発生直後に起こること＞

・自分に何が起きていますか？
・建物や施設で何が起こっていますか？
・ご自宅や家族はいかがですか？
・周辺で何が起こっていますか？

＜ 初にすべきことは＞
＜次にすべきことは＞
＜日暮れまでにすべきことは＞
＜３日間にすべきことは＞
＜通常業務・生活への復旧対応は＞

BCP策定前にぜひ会社でやってほしいこと
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＜３日間ですべきこと（例えば）＞

•対応資源（人員・機材等）はありますか？

•帰らなければいけない人はいますか？

•事務所に宿泊可能ですか？

•ご家族が被災した場合どうしますか？

•地域や行政とどのように連携できますか？
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(1)「自分が被災する」ことを考える

(2)自分の身の安全を確保する

(3)自宅や職場や学校などよくいる場所、通勤、
通学、買物等で使う道路の周辺の災害環境
を知る

(4)大切なもの（他の人から借りることが難し
いもの）は普段から持ち歩く

(5)非常用持ち出し品はリュックに入れて、
持ち出しやすい場所におく

個人でやって欲しいこと
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