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4章

会社を守る、災害に備える、
海外での心構え
サイバー攻撃ではなく、大災害やテロに遭った場合、どのよう

にして事業継続をしたり、あるいは社員や会員の安全を確保して、
会社や団体としての身を守る行動ができるのでしょう。

ここではそういった災害に遭った場合の事業継続と海外での活

動に関して、IT の側面からアドバイスできることを紹介します。

1

1

災害時の会社のために
事業継続計画(BCP)を作ろう

打たれ強くあるために、どこでも作業できる能力

激しい天災に見舞われる我が国で

は、災害時にどのように事業継続を
行うか、人・モノ・金などの面から

クラウドを活用できれば打たれ強くなる

事業継続計画 (BCP) を、きちんと考

インターネットとは
「距離の概念がない世界」
です。これはイコール
「どこにでもあるが、ど
こにでもない」
と、少し
哲学的な考え方になり
ますが、うまく使いこ
なせば、物理的な世界
の制約を受けないだけ
でなく、物理的な世界
の災害のダメージを受
けにくくなることでも
あります。
その一つのポイント
は、クラウドをうまく
使いこなした仕事の仕
方だといえます。

えておかなければなりません。その
備えがないと、災害時に廃業の憂き
目にあう可能性も高くなります。

中小企業庁では、「中小企業 BCP

策定運用指針」
のウェブサイト※内で、
20 項 目 に よ る
「BCP 取 り 組 み 状 況

チェック」
項目を設けています。こ

こでは IT 関連のアイデアから、そ
の項目を達成するのに役立つと思わ
れるものを紹介します。

もっとも役に立つのは、ネットが

あればどこでも仕事ができるスキル
や環境作りです。

生産設備などがあってその場で離

れられない職種ではなく、オフィス

での作業を行う業種・職種の人は、
インターネットの利点をフルに生か

ラウド上のデータの閲覧や軽微な修

うのですが、災害時であっても個人

からブラウザを使って行えるように

と、うっかりマルウェアに感染すれ

正に関しては、タブレットやスマホ
なっているので、スマホさえ手元に
あれば、とりあえずは手も足も出な
い状況にはならないでしょう。

注意するべき点は 3 点。1 点目は

せます。データを主としてクラウド

そういったクラウドのデータにアク

スするパソコンなどの機器とネット

どでも可能ですが、不特定多数の人

サービス上に保存し、あとはアクセ
環境があれば、基本的にはどこから
でも作業を行うことができます。

また、作業に利用するソフトを、

パッケージ版ではなくクラウド版で
購入しておくと、災害にあってパソ

は別の機器を用意しましょう。

なお、「このどこからでも作業で

テレワークといって在宅でも作業が

る可能性も高いので、そういった場

所での ID やパスワードを入力する
作業はやってはいけないこと。

2 点目。災害時には被災者が通信

これも攻撃されやすいポイントなの

最近ではこういったソフトは、ク

が、セキュリティを鑑み、業務用に

が触るパソコンは攻撃者が触ってい

からソフトをダウンロードすれば、
ることができます。

あります。複数台持つのは面倒です

きるというスキル」は、別段災害時

を円滑に行えるよう暗号化されてい

かなりのレベルで作業環境を復旧す

ば仕事の情報も漏えいする可能性が

セスしての作業は、ネットカフェな

コンが壊れてしまっても、避難先で
ノートパソコンを購入して、ネット

が所有する機器で業務を行っている

ない無線 LAN が各所で提供されます。
で、使用する場合は VPN を使うこと。
3 点 目 と し て、専 門 用 語 で は

BYOD(Bring Your Own Device) と い

のためだけのものではありません。
できるようにしたり、出産子育て時
にも離職しないで仕事を続けられる
ようにしたり、あるいは地方に出か
けて現地のコワーキングスペースを
利用することで自由度高く働き、社
員や会員のクオリティオブライフを
向上させることもできます。

勿論、ためらいなく出張できるフッ

トワークの軽い企業・団体になるに
は環境作りが重要です。

※ 中小企業庁 中小企業 BCP 策定運用指針ウェブサイト https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html
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人的損失をリカバリする能力

もう 1 つの備えは、社長や代表者、

1 人しか管理者がいないと…

従業員や会員に人的被害が発生した
場合にどう対処するかです。

社長が
事故で…！！

例えば、社長や代表者が事故で亡

くなってしまった場合のことを想定
してみましょう。

小規模の企業や団体では専任の IT

担当者がおかれておらず、社長や代
表者が管理者を兼ねているという例
は決して少なくありません。そうし
た企業や団体では、業務用の ID と

パスワードなどの管理をどうするか
が、事業継続の鍵になる可能性があ
ります。執筆現在でまだ調査中です

が、管理者が亡くなり、100 億単位
の資金にアクセスできなくなったと
いう事例も発生しています。

デジタル化のメリットは、逆に管理者になにかあった場合
「物理的な手掛かりがない」こと
にも繋がります。また、セキュリティをきっちり固めることは、その入口の鍵をなくすとす
べてにアクセス出来なくなる可能性もあります。したがって、トラブルが起こったらどうやっ
てリカバリーするか、あるいはデータのバックアップだけでなく、人的なバックアップをど
うするかをきちんと考えておかなければなりません。

万が一に備えて人のバックアップ

このため、普段から社長や代表者

の他にデジタルデータなどの副管理

第

者を置くなどの手段を取っておくと

4

章

いいでしょう。いわば人的なバック
アップ体制です。

そのなかで大切なのは、上記のと

おり業務に使われるウェブサービス

の ID やパスワードなどの管理です。

もし代表者が管理している場合、

トラブル発生時の
手順書を作りましょう

そのデータがスマホに保存されてい

て、その人しか解除する PIN コード
を知らなかったとすると、場合によっ
ては事業継続が困難になります。

先ほども述べましたが、そういっ

た意味では管理用の機器は、個人の
機器と分離するということが重要で

トラブルに対処する手順書は、物理的な災害による建物や機材の棄損、サイバー攻撃の対
処などだけでなく、人的な損害に対するリカバリーも定めましょう。また、人的なバックアッ
プをすることで、重要なデータへのアクセスする資格を複数の人が持つ場合は、だれがアク
セスしたかが明確に分かる仕組みにするか、外部の信頼がおける弁護士さんなどに業務を依
頼することなどを検討しましょう。

すし、その PIN コードなども複数人

人による事業継続が困難であると判

クアップ体制を考えましょう。

また、それが難しい場合は、例え

してもらうのです。それは昔、貸金

がってどのように解決するか、シナ

らったのと同じです。

で共有しておくといいでしょう。す

が持つことが重要です。

ばクラウドでもアクセス可能なパス
ワード管理アプリを利用し、そのマ

スターパスワードや PIN コードを、
弁護士に託し、なんらかの理由で本

明した場合は、弁護士に情報を開示
庫の鍵を弁護士にも持っていても

このように災害に遭った場合、ど

のように事業継続するか、そのバッ
89

具体的に事例をあげ、それにした

リオを作り、それを社内や団体の中
べては「想定外」にならない想像力が
ものをいいますから。

1

2

大災害やテロに備える

まずは自分の身の安全を確保する

次は大災害やテロに遭った場合、

命を脅かすものから速やかに逃げる
避難ビル

最近では各種の自然災害やテロな

どが発生すると、その状況をネット

にアップする人がいます。しかし、

高台の
避難場所

個々人がどうやって身を守るかです。

なんらかの災害・テロの発生や避難

勧告が発表されたら、写真を撮った

り SNS に投稿したりせず、速やかに

で、
ない ぉ！
て
撮っ ろぉぉ
逃げ

安全な場所に避難しましょう。

海や川の近くでの大地震ならば、

急いでできるだけ高い場所に避難し

ましょう。

災害時に現場で写真を撮ったり、

実況放送のようにレポートすること

は、あなたの仕事ではありません。
無事家族や同僚の元に帰ることが使
命です。それを最優先に考えて、ま

安否の連絡や情報収集は安全な場所に着いてから

ずは命を守る行動をしましょう。

避難場所に到着し、そこが安全で
避難所

あると確認できたら、安否確認の連
絡や情報収集をしましょう。

安否確認サービスはさまざまなも

のがあるので、事前に家族や同僚た

ちと、どのサービスを利用するかを
決めておきましょう。また、災害時

自然災害時は避難勧告が出る前でも、自主的な避難が命を守る行動になります。まずは身
の安全を確保し、その後、安否の連絡や情報確認を行いましょう。

そして安否連絡や安否確認サービスに登録

は電話やウェブサイトの閲覧などは

混み合ってつながりにくくなります。
災害時に通話が優先される公衆電話
や、なるべくデータ通信量の少なく
てすむ、メールや SNS のメッセー

ジなどのサービスを使いましょう。
なお、スマホアプリの通話機能も

メールなどより通信容量を多く使い
ます。譲り合い、少ないデータ通信
ですむ手段を優先しましょう。

○○小学校

公衆電話

スマホの電話

電波があれば
メールや SNS

安否確認の方法は、複数の候補を事前に家族や同僚などで決めておいて、それらを利用す
るようにしましょう。災害時には、スマホを含む一般の電話は通話がつながりにくくなります。
電話連絡をする場合は、公衆電話か避難所に設けられる災害時用の電話を利用しましょう。なお、
インターネットが使えなくなった場合の避難手順や安否確認方法も検討しておきましょう。
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電池をもたす、情報収集をする

災害時、街中なのにスマホが圏外

電池をもたすテクニック

になったら、それは通信用の基地局

が被害にあって壊れている印です。

圏外なら電源を切る

そのまま電源を ON にしておくと、
スマホはつながらない基地局に接続

電話でダラダラ話すよりは
メール

しようとして貴重な電池を消耗して
しまいます。

そういったときはスパッとスマホ

の電源を切るか、スマホの中身を見
る場合でもフライトモード
（機内モー

ド）
にして少しでも電池の消費を抑
えましょう。

サクッと打ってサクッと切る

スマホの中身を
見るときも
フライトモード

電波が回復しても、電話よりはデー

タ通信のメールや SNS を利用しま
しょう。災害時はその方がつながり
やすく、また、電池の消費も少なく
てすみます。次にいつ充電できるか
わからない状況では、とにかく電池

電波が圏外ならば電源を切るか、スマホの内容の閲覧時もフライトモードを利用します。
電波が回復したら災害用の超省電力モードがあれば活用してもいいでしょう。電話で長
く話すよりも、メールをさくっと打って電源を切った方が電池を消費しません。AC コン
セントがあれば充電器にもなる一体型モバイルバッテリーを持ち歩くのも役立ちます。

いざというときに備えて AC アダプ

ター一体型のモバイルバッテリーを、
一定時間が経過すると救援物資や脱

安全帰宅ルート
はこれ
-------公共交通機関は
ここまで復旧し
ています。
-------バスの空きあり。
予約できます！

出ルートなどの情報がネットに掲載
され、やがて整然とした情報発信が
を回って情報を収集しても電池を消

LP

HE

章

災害直後は情報が錯綜しますが、

しかし、だらだらとウェブサイト

4

まかせろ！

日常的に持ち歩くのもいいでしょう。

行われるようになります。

第

情報収集に協力してもらう

の節約を心がけるようにしましょう。

!

ME

費するだけなので、メールや SNS で、
情報の収集と整理に長けた家族や親

TH

AN

KY
OU

!

しい友人や遠隔地にいる同僚に助け

を求め、信憑性や関連性の高い情報、
必要としている情報だけを整理して
送ってもらうのもいいでしょう。

東日本大震災では旅行で被災地に

訪れているときに震災に遭い、帰宅

情報収集に長けた家族や友人・同僚に相談して、いざというときは情報収集や必要な
交通手段の手配をお願いできるようにしておきましょう。自分一人では気づかない情報
も外から見ていると気づく場合もあります。

できなくなった方たちが、SNS を通

予約などをしてもらった例もありま

のルートの確認や車両手配、バスの

ぜひそういった事例をみんなで話

じて友人に被災地から家に帰るため

す。同僚たちと検討してみましょう。
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し合って、いざというときにどうす
るか、ということを相談しておいて
みてください。

3

ラジオ、車載テレビを使った情報収集

大災害時に、通信用電波がきちん

と飛んでいる状態でも、目的のサー
バに接続しようとすると、反応がな
い場合があります。

災害時のアクセス集中によるサーバの沈黙
（双方向通信）
平常時

災害時

それは、サイバー攻撃の DDoS 攻

撃のように、多くの人が特定のサー
バに集中して接続することで、サー
バの反応が間に合わなくなり、ギブ
アップの状況になっている可能性が
あります。

この問題は災害時には避けがたく、

双方向通信のメディア、つまり私た
ちがサーバに接続してサーバが返信
するというプロセスを前提としてい
るインターネットでは、どうするこ
ともできません。

インターネットでは私たちのリクエストにサーバが答えることで、情報が閲覧可能になります。
しかし、一気にリクエストが集中するとサーバの処理能力を超えるため、反応が返ってこな
くなります。これがアクセス集中による沈黙
（サーバーダウン）
です。

災害時でも沈黙しないラジオやテレビ ( 片方向通信 )
ラジオ・TV は一方的に送信できるので大丈夫

こういったときに力を発揮するの

すごく遠くまで届く

が
「片方向通信メディア」である、ラ

ジオや TV です。これらのメディア

は送信局が一方的に情報を発信して、
私たちは受信するだけなので、ウェ

短波ラジオ

遠くまで届く

ブサーバのようにアクセスが集中し
反応できなくなるということはあり
えません。

比較的近距離を放送のエリアとす

るテレビやFMラジオなどは、大震災

時などに送信局や送信施設が自分と

同じように被災して活動できなくなっ

AM／FM ラジオ
（電池式、
ソーラー・手回し充電式）

ている可能性があります。しかし、

わりと近く

一局で広範囲に電波を送信できるAM

ラジオや短波放送ならば、災害時に
放送が中断する可能性が、FMと比較

して少なくなります。

これが災害用の持ち出し袋に AM

放送を受信できるラジオを入れる理
由でもあります。

トラブルに対しては複数の手段で

○○ TV

○○ AM

災害用のラジオには持ち出し
用の他に、常時電源を入れ
「緊
急 警 戒 警 報」や「緊 急 地 震 速
報」
など受信する目的のもの
も あ り ま す。持 ち 出 し 用 と
両立するものも存在します。
し か し、基 本 的 に は 別 の 性
格のものです。

スマホや車のテレビ機能

片方向通信の機器は、対応する受信機を持っているすべての人が受信可能です。FM やテレ
ビは放送局も被災して発信できなくなることもありますが、AM ではかなり遠くまで届くので
別の地域のものを拾うことができる場合もあります。短波にいたっては海外まで届きますが、
逆に地域別情報発信には不向きです。ラジオは消費電力が少なく、ソーラー充電や手回し式
充電型も実用的です。なお、ワンセグ搭載のスマホは少なくなりましたが、通常のテレビ受
信可能な車のカーナビが増えていることをお忘れなく。

備えるのが基本ですから、普段は聴

討しましょう。なお乾電池は、定期

袋には AM ラジオを入れることを検

また、自分が持っていないと意外

くことがなくても、災害用持ち出し

FM ○○

短波放送局
（海外でも届く）

的に液漏れをチェックしましょう。
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と忘れがちですが、車の中なら AM/

FM のラジオ、一部はテレビも受信

できます。
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徒歩帰宅。海外での災害やテロに備えて

災害時は原則としては政府や各自

治体・消防などの指示に従うべきで
すが、ときに徒歩帰宅をする選択肢

を取らざるを得ない場合もあります。

帰宅マップ

災害時に徒歩帰宅をする場合は

スマホには学校や仕事場から自宅

までの道中、災害時に役立つ情報を

AC アダプタ

掲載した帰宅支援マップやアプリを
入れておきましょう。日没時や降雨
時の避難場所などもわかります。

USB
カーチャージャー

その場合に備え、家族と落ち合う

集合場所や、帰宅手順を話し合って
おきましょう。長期大規模停電で通
信できない状況まで想定して、プラ

もう少し先に
避難所あり

ンを立てましょう。

災害時にはスマホの電池が命綱に

なる場合もあるので、普段から AC

アダプター一体型のモバイルバッテ
リーや、車の電源を活用できるよう
ルなどを持ち歩きましょう。

備える場合は、事前に外務省の「海

外安全ホームページ」
で渡航先の情

報を確認し、渡航が推奨されない地
域には行かないようにしましょう。
また、渡航前に外務省の海外安全

情報配信サービス
「たびレジ」に登録
し、リアルタイムで渡航先の安全状
況が把握できるようにしましょう。

万が一災害が起こった場合に、緊

急時の安否確認などがすみやかに

災害時は、政府方針で最大 3 日程度現地に待機を求められる場合もあるので、スマホなどの
情報機器を使う場合、電池を持たす準備が大切です。AC アダプター一体型のモバイルバッテリー
の携帯や、車で充電できるように USB 端子のついたカーチャージャーを必要に応じて携帯し
ましょう。また、自分の機器の充電に対応しているかもチェックしておきましょう。条件に
合わないと充電できないこともあります（主に 2A や 2.1A 対応と書かれている給電能力が推奨）
。

海外での災害やテロに備える場合は

渡航前後に現地の情報を確認する

外務省海外安全
ホームページ
もしくは
外務省海外
安全アプリを
ダウンロード

(SMS)を受け取れるようにしましょう。

渡航予定はなく
ても、海外安全
情報をメールで
受け取れる

「海外ではどういう風にデータ通

信をするか」
を前提に考え、特にデー

とき、慣れない土地で身を守るため

には、最低限上記の SMS メッセー
ジは必要なんだと覚えておきましょ
う＊ 1。

緊急時は
SMS で連絡

渡航時は
外務省の
「たびレジ」
ホームページで
登録

たびレジ簡易登録にメールアドレスを登録する

行えるように、ショートメッセージ

タ通信しない場合でも、いざという

外務省たびレジに登録する

滞在国の周波
数に対応した
AM\FM\ 短波
ラジオ

注）
「外務省海外安全アプリ」では、約 120 ページの「海外安全虎の巻」が同梱されていたり、海外安全にかかわ
る外務省のホームページなどを簡単に分類し、手早くアクセスできるようになっていたりするので、ぜひ
ダウンロードしておきましょう。
*1：ショートメッセージ (SMS) は基本的には通常の携帯電話回線（インターネット電話ではない）を利用していれば、
データ通信を利用していなくてもメッセージを受け取ることができます。
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海外出張や旅行時の災害やテロに

タブレット対応か
チェックする
（2A など）

第

にカーチャージャー、充電用ケーブ

予備電池

3

海外でスマホやタブレット
を活用するために

スマホやタブレットを海外出張や

旅行に持って行き現地で使う場合、
日本で契約している携帯電話会社が
提供するローミングサービスを使っ

海外で電話やデータ通信を使う

普段の電話番号で着信できるようにする

海外携帯電話会社

電話番号が現地のものになってもいい

て、現地の携帯電話回線提供会社と
契約を交わさないまま、データ通信
を利用する方法があります。

ローミングサービスは国内よりは

割高で、音声とデータ通信は別々に

料金設定されていることもあるので、
利用したらいくらなのかをよく確か
めておきましょう。さもないと払い
切れない料金請求が届く場合があり
ます。最近は手頃な 1 日あたり料金
定額などのプランも存在します。

また、海外では電話を受けただけ

でも電話料金がかかる会社もありま
す。着 信 が 無 料 で は な い 場 合、電
話を受けたらいくらかかるのかも

チェックしておきましょう。さもな

音声利用：
マイ端末で
（音声）
ローミング

現地 SIM は現地空港
などでも買えるが……

セージ (SMS) がありますが、これも

海外では意外とデータ通信できず、音声のみのエリアも多いのです。データ通信できても
遅い場合もあります。データ通信速度を確保できないことを想定して、地図アプリの地図デー
タなどは日本で事前にダウンロードしておくことを推奨します。

電源・充電方法の確保

ソケットと電源のボルト数はまちまち。
理想的にはすべて 100～240V 対応であること
電源ケーブル

電源ソケット
ソケット変換
アダプタ

利用可能かどうかと、利用できる場
合の料金を調べておきましょう。電
波整備状況がよくなくデータ通信が
使えない場合の、貴重な文字通信手

変圧器

段になります。

ローミングサービスを電話で利用

するメリットは、海外にいても（高

額ですが）
自分の電話番号にかかっ

てきた通話を受けられることです。

もし長期で滞在する場合などで、

データ通信
できない！

・日本で買えることも
（SIM のサイズに注意）
・事前使用設定を済ませておく
・音声の料金、データ通信の上限容量をチェック
・月額料金が発生せず、チャージすれば保存可能
なものもある。何回も訪れるなら選択肢に
・料金は従量制か、上限のある定額制か確かめる

てしまうかもしれません。

りとりをする方法にショートメッ

外国語が苦手だからメールで
やりとりしようと思ったら
2Gって
なに !?

いと、不意の長話で高額な請求が来
データ通信が使えなくも文章のや

データ通信利用： 音声利用：海外は SIM フリー データ通信利用：海外は SIM
マイ端末で
相当のマイ端末か、SIM フリー フリー相当のマイ端末か、SIM
データローミング
端末と現地 SIM
フリー端末と現地 SIM

200V まで対応

（国別）

→目的地別に
ソケットが異なる

USB
チャージャー

200V まで対応
100V まで対応

充電が必要な機器
スマホ

100～240V 対応

タブレット

100～240V 対応

予備バッテリー

100V 対応

スマートウォッチ

AC アダプタ（パソコン用）

パソコン

USB チャージャーの USB 端子は、充電する機器の数だけ差し込み口はあるか、全体の電源
容量は足りているか、タブレット用には充電能力は足りしているかチェック。200V 系の国へ
訪問するときは、ケーブルまでもが 200V 対応かをチェックします。
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会社を守る、災害に備える、海外での心構え

その間電話番号が変わってもいい

ならば、現地携帯電話会社の SIM を

購入して利用する方法もあります。
SIM には目的別に音声のみ、音声＋

翻訳アプリ

第4章

海外で IT を活用する
翻訳カメラ

地図ソフト、GPS ナビ

データ通信、タブレット用にデータ
通信のみなどの SIM が存在します。

普段の端末は日本からの着信専用

にして、別途 SIM フリーの端末を用
意し、これに現地の SIM を入れて使
用する方法もあります。

（音声）ローミングの注意点

利用する端末が
「SIM フリー」
か同様

の状態であることを確認することで
す。日本の携帯電話会社で販売され
えない設定になっていることがある

からです。ただ、多くの端末では、
国内では制限があっても海外ではど

の SIM でも使える
「SIM フリー」
相当
件を満たせば携帯電話会社が有料で
除」
を行ってくれる場合もあります。
忘れがちなのが充電に関すること

です。充電器の対応電圧と、充電器
にケーブルがある場合はこのケーブ
ルの対応電圧が訪問国の電気事情に
あっているか確認して、必要に応じ
変圧器を利用し、現地のさまざまな
タイプの電源ソケットの形状に対応

手持ちのスマホなどが
海外でも使えるか
My スマホ
( 海外 SIM
利用可）

・目的の国でのローミング
に 対 応 し て い る か、実 際
使 用 さ れ て い る か。現 地
の会社の周波数帯 ( バンド )
に合っているか
・海 外 の SIM が 使 用 可 能 か
（≒ SIM フリー）

・日本では特定の会社の SIM
の み 利 用 可 能 だ が、海 外
My スマホ
で は ど れ で も OK（海 外 で
SIM フリー
は
「SIM フリー」
相当）
化
・お金を払うと携帯電話会
or
社が SIM フリー状態に改修
SIM フリー
してくれる
（SIM フリー）
機購入
・そもそも電気店やメーカー
から直接 SIM フリーのスマ
ホを買う
（SIM フリー）

るので、音声を使って現地の人と理

次に、せっかくスマホなどを海外

次は翻訳カメラ。海外で街並みや

解を深め合うことができるでしょう。

に持っていくのなら、海外で使える

メニューなどを撮影すると、文字部

きましょう。

す。こちらもいちいち辞書アプリな

アプリや役立つアプリを準備してい
まずは翻訳系です。文字を入力す

るのではなく、音声で入力、翻訳結
果も音読してくれるアプリなどもあ
ります。また逆に相手にしゃべって
もらってそれを翻訳することもでき

分を認識し翻訳して表示するもので
どに文字を入力する手間が省けます
ので、海外の旅をより楽しむことが
できるでしょう。

地図系のアプリのインストールと、

現地の地図のダウンロードも重要で
95

現地 SIM なら料金も手頃なもの
があり、電話料金も安い

My スマホ

SIM フリー端末の
入手とは

できるソケット変換アダプターを用
意しておきましょう。

日常使っているスマホなどを、
SIM を入れ替えて使う

日本から普段の番号に電話でき
ない。滞在期間中の電話番号を
教えておく必要あり

普段使っていない
SIM フリー機を使う

・手頃な SIM フリー機を入手
するか、使わなくなったも
のを SIM フリー化しておく

SIM
フリー
機
My スマホ

現地 SIM 使用、料金も手頃

・普段使用の機種は電話を受
けるだけのローミング。日
本の電話番号でかけられる
2 台持ちは面倒

す。前述のコラムでも書きましたが、
海外では場所によっては日本のよう
に通信網が充実しておらず、データ
通信があっても遅いか、場所によっ
ては全く使えないこともしばしばで
す。そんな中で現在地を確認しなけ
ればならない状態になったとき、オ
フラインでも使えるように、該当の
地域の地図データを、あらかじめス
マホ本体にダウンロードしておける
ものを準備して行きましょう。
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SIM フリーに改修する
「SIM ロック解

海外利用における SIM フリーとは

第

になっているものもあり、また、条

・必要がないなら、データロー
ミングの設定を必ず切る
・つ ながるからと放置してお
くと、莫大な請求金額がく
る場合がある

・海 外では通話を受けても
料金がかかる場合もある
・ロ ーミング時の料金はい
くらかかるのかチェック
しておく
・シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ
（SMS）が利用できるかど
うかと、その料金

海外の SIM を使う場合の注意点は、

てる端末は、その会社の SIM しか使

データローミングの注意点

コラム：デマに踊らされない！

昔からデマというものはあり

昔から出所が不確かなデマはあった

ました。事件のときに拡散する
ものや、都市伝説のように長く
語り継がれるものなど。

当時は人から人への口伝えで

オイ！
○○が××
するってよ

○○が××
しますよ

そりゃ、こいつ
だって。あれ？
どっかいった！

おまえ、それ、
誰に聞いたんだよ

した。自分が聞いた話を再度確
かめようと思っても、すべて遡っ

ておおもとの発言者までたどる

のは至難の業で、その分「うわさ」
ということを前提とした「不確か
さ」
「あやしさ」
がありました。

ところがインターネットが普

及した現代では、デマは
「距離と
その移動に必要な時間が消えた

かつてのデマは、人間がしゃべるスピードでしか拡散しませんでしたが……。

ネットでは加速して飛び込んでくるが……

スゲーよ、こんな
ことあったよ！

拡散スピードの大幅アップ

○○だってよ

で、それは誰が
いっていたんだ
い？

世界」
で、恐ろしいスピードで拡
散 し ま す。し か も、SNS な ど の

場合
「何人の人がその情報を共有
したか」
ということが数字として
ついて回るので、それが何万人

発言を消して
逃げた！

そりゃ、
おめえ……
あれ？

にもなると、デマであっても妙

な信憑性があります。その代わり、
ネットではソースをたどること

ができますので、怪しいと思っ
て調べると、元の発言をした人
間が、発言を消して逃亡してい
たなんてこともあります。

現在は、ネットの特性で
「拡散数」
を伴って加速して飛ひ込んできます。しかし、
その数を真実かどうかの尺度にしてはいけません。元ネタが嘘だったり、意図的
に流布してから消して逃げたりすることもあるからです。

情報はよく吟味することが必要

この情報は信頼できるのか？

そしてこの構造は
「意図的なデ

・発信している者は信頼がおける
人物なのか？

マの拡散」
にも使われます。デマ

・拡散するべきかどうか？

になりそうな話題を使ったマル

ウェアへの感染誘導や、フィッ

ちょっとこれ
サイコー！
拡散よろしく！
http://www.
xxxxxx
○○アプリ

シング詐欺を狙った釣りかもし
れません。場合によっては、誰

かを傷つけ名誉棄損となるもの
び込んできても、その勢いに飲

・誰かのプライバシーを侵害して
いたり、傷つけたり、生命の危
機に陥らせないか？
・本当に「自分」が拡散する必要が
あるのか？
・公的機関の人がいってたという
けど、本当か？

かもしれません。

情報が勢いをつけて手元に飛

・マルウェアやフィッシング詐欺
への誘導ではないか？

そしてほとんどの場合、後で

災害時には本業の人ですら間

まれて拡散に加担せずに、情報

冷静になって考えると、それは

違った発信をしてしまうことも

てください。

ないものなのです。

取扱いには注意を！

の信憑性を確認する余裕を持っ

あなたが拡散する必要は、特に
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あるので、業務では特に情報の

会社を守る、災害に備える、海外での心構え

第4章

コラム：モラルを逸脱して炎上しないために

ネットのニュースなどを見て

モラルを逸脱することが炎上を生む

いると、
「炎上」という言葉を良

高校卒業の
おわかれ会

く目にします。

炎上とは特定の人が SNS など

に投稿した内容が不適切である

芸能人の
カップルが
来ているよ！

として拡散され、多くの人から

集中的に非難を受けることです。
例えば未成年が飲酒ありの大

宴会をしたり、特定のお店に関
していいがかりのような投稿や

嘘の書き込みをしたり、飲食店
などで働いている社員が芸能人
のプライベートでの来店を投稿

気に入らないと、
評価サイトに嘘の
書き込み

にアプローチをしたり。

多くの場合は世間一般の
「モラ

ル」
に照らし合わせて、おかしい
発生します。

炎上

内定取消

損害賠償

業務妨害

自作自演やアオリ行為、嘘の書き込み

A さん
あいつ頭おかしいぞ。
この前も駅で女をじ
ろじろ見ていた

あ、K 男だ

B 子さん
＞ A さん
私この前駅で待ち伏せ
されて、声かけられて
すごく怖かった

S 子ちゃんが近づかな
いようにしてやる

キモーイ、
ヤバーイ

C 子さん

＞ B 子さん
私なんか、めっちゃ電話
かかってくるんですけど

させた本人が非難されるだけで

なく、嫌がらせをされたお店が

D さん

閉店してしまったり、雇ってい

た会社が謝罪したりと、周辺に

多大なる影響を及ぼすことです。

E さん

また、本人にも損害賠償責任が

キモい！ 実にキモ
い！ 皆 K 男には近づ
かないように

拡散しろよ、拡散！
正義だろ、それが！
成敗！

課せられ、会社にも評判による

業績への影響が発生し、経済的
損失を伴うことです。

会社は謝罪

社会人だからモラルがあると思うのは早計
です。このようなトラブルが起こるかも。

えるのです。

経緯で炎上を生むのか、みんな

ラルと自分の意識のギャップを

が発生していることを鑑み、こ

ないように、意識のずれをすり

しか解決策はありません。

モラル教育を実施し、あるいは

この
「炎上」
をおこさないため

には、投稿する人が
「世間とのモ
埋める」
か、
「投稿をさせないか」
しかし、社員や会員が成人だっ

た場合どうすればいいのでしょ
うか。本来ならば成人として持っ

ていてしかるべきモラルともい

た だ、現 実 問 題 と し て「炎 上」

れを避けることを目的に、情報

で考え、そのような結果を招か
あわせるのです。

SNS は上手く使えば会社や団

みんなで勉強会をやって意識あ

体に取って、コストのかからな

ネットでの炎上例を挙げ、ど

が上手く使えるように、みんな

わせをしてみるのはどうでしょう。
のような書き込みがどのような
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いいい宣伝告知手段です。それ
で勉強しましょう。
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問題はその炎上の結果、炎上

違法行為の投稿

第

と思われるものに対して炎上が

名誉棄損

お店が閉店 !?

したり、引っ越し業者が業務上
知り得た情報で引っ越した女性

SNS に投稿

人のプライベートを
公にする

王様ゲームで
ビールを一気
飲みなう！

コラム：経営者のデジタル相続「終活ノート」

事 業 継 続 に 関 す る 項 目 で は、

災害時などに経営者や代表者が
行動できなくなった場合の事業

きちんと伝えておかないと、突然負の遺産が現れることも

継 続 の 問 題 を 取 り 上 げ ま し た。
それにより当面の事業を行うた

大変申し上げにくいのですが、
ご主人様のネットの FX
（外国
為 替 証 拠 金 取 引）で、○ 千 万
円の不足が出ておりまして
……

めの備えに関して記述したわけ
です。

しかし、それ以外にも長期的

には備えておかないといけない

ことがあります。本人が代表者
として、あるいは個人として行っ

ていた契約は、それをきちんと
解除するか相続しないと、思わ
ぬ負債を生み続けるからです。

特に大きな金銭的問題になり

やすいのは、金融商品を放置す
ることです。

「FX
（外 国 為 替 証 拠 金 取 引 ) で

取引をしたまま亡くなった場合、
取引が継続されていて、その後
相場が大きく変動して、知らな
いうちに負債が発生した」

すぐお支払いいただかないと
困るのですが……

これは極端なたとえですが、お金のやりとりが発生するサービスをそのままに
しておくと、支払いや負債が残された会社や家族にかかってくる場合があります。

なにをやっていたかをパスワードを含めて書き残す
ネット取引

有料会員サービス

プロバイダやスマホ

「仮想通貨の取引をしていたよ

うだが、どこにあるのか分から
ない。金額によっては相続税を
払わなければならないのに…」

そういったことが起こらない

ように、ID とパスワードの管理

SNS ブログ

電子メール

デジタル写真

を引き継ぐ準備だけでなく、ど
こに対してどのような契約を結

び、どういう支払いをしているか、
どういう金融商品や不動産など

を持っているか、それをどうし
て欲しいか、そういったものを
まとめておく、終活ノートを作っ
ておきましょう。

こういった取引は以前であれ

ば郵送で行われたので、郵便物
をめくっていけば大抵のことは

お金のやりとりが発生するものは、イコール支払いや負債が発生し続ける可能
性があり、ブログや電子メールアカウント、デジタル写真サービスは乗っ取られ
る可能性があります。誰かが相続し管理をするか、きちんと終了させる必要があ
ります。
「終活ノート」
にきちんとまとめていくことをお薦めします。

分かったのですが、最近ではメー

ルなどデジタル的にやり取りする

ことが多く、管理するパソコンを
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パスワードで厳重にガードしてし

まうと、その概要を掴むことすら
できなくなってしまうからです。

