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企業が抱えるビジネスの課題にテクノロジーの力

で解決策を提案するベル・データ株式会社の持ち
株会社であるBELL・ホールディングス（東京都）

が、地域の防災・備蓄管理の“プラットフォーマー

“を目指して、自治体と企業、市民を相互につなぐ

新システムの構築事業に力を注いでいる。創業か
ら３０年の節目。感染症との闘いを契機に、あら
ゆる経済活動が「デジタル化」をエンジンにした
新たな転換を迫られる中、同社の中西洋彰社長は
「三方よしな世界をデジタル・プラットフフォー
ムで作り上げていく」とその先を見据える。防災
システムの実証の場として沖縄に注目する中西社
長に、沖縄で観光危機管理を専門に活動する株式
会社サンダーバードの翁長由佳社長を交え、感染

症の危機に直面する現状と、社会インフラとして
の防災、危機管理体制のあり方について聞いた。

モデレーター：平良尚也・Polestar Okinawa 

Gateway顧問／編集：座安あきの・同編集ディレ

クター

➖ 新型コロナウイルス（COVID-19)の感染拡大

で企業活動、働き方が大きく変わってきました。
ベル・データの事業はどのような状況ですか。 
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必要な人に行き渡る「備蓄食」
平時から機能する災害対策とは　　　　
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規制緩和でデジタル化加速 
既存システム、改革の契機に 
アウトプット重視の働き方へ



2020年5月

中西：お取引させていただいているお客様やパー
トナー企業様の中には、サプライチェーンが止
まってしまい、事業継続に少なからず影響が出て
いるケースが散見され、苦しい状況も見えてきて
います。当社は業務委託社員を含め約３００人の
全社員を、基本は在宅勤務に切り替え、事業を継
続しています。もともと、東京オリンピックに向
けて在宅勤務の準備を進めてきたことと、ITを生

業にしているためITを使ったコミュニケーション

ツールの活用などに違和感はありませんが、お客
様は必ずしもそうではありません。「アフターコ
ロナ」はまだ先で、長い目でコロナと付き合って
いくしかないと考えています。お客様にも、ITを

活用した事業継続の方法について提案を強化して
いきたいと思っています。

➖ デジタル化を進めると言っても、実際に移行す

るあたって、様々な課題も見えてきたのではない
でしょうか。 

中西：デジタル化の代表的な取り組みとして、テ
レワークとペーパレス化があると思います。これ
まで特にフェイスtoフェイスのコミュニケーショ

ンが重視されてきた分野においても、デジタルに
よるコミュニケーション環境を手段として整備し
ていくことが問われています。今回の感染症の調
査において、アンケートやシミュレーションなど
でデジタルの活用が進みました。補助金の給付申
請や医療分野のオンライン診療などもできるよう
になり、規制が取り払われることでデジタル化が
促進される事例を見ることができました。

➖ IT業界に長年携わる立場として、長い間解決

されなかったことが今回のような事態になってよ
うやく実現できるようになったことをどう見てい
ますか。 

中西：医療の分野だけでなく、民間企業において
もデジタル化の障壁となっているものの一つにハ
ンコがあります。民間対民間は問題ないのに、官
公庁は一向に認められません。感染予防の状況下
においても、ハンコ決裁のために３密のど真ん中
を出勤せざるを得ないという状況が起きていま
す。日本の社会にはまだまだ既存のやり方を変え
られない文化が残っており、変えていくにも多く
の問題があると思います。ここを改革できなけれ
ば、終息後、希望ある時代はつくっていけないの
ではないかと思っています。

➖ テクノロジーの支援によって個人個人の生き

方、働き方が変わっていく転機にもなっていま
す。これまでとは異なる価値観が生まれてくるの
でしょうか。 

中西：日本は戦後、製造業を中心に国民が一体
となって経済復興に力を注いできたため、『時間
を提供する』という働き方が主流でした。今回の
リモートワークへの転換を機にオンラインにつな
がる働き方の選択肢が増えれば、決められた勤務
時間に対しての対価ではなく、よりアウトプット
が重視されるようになると思います。アウトプッ
トがあれば、家事や育児と仕事の境はあまり感じ
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移動自粛のため福岡にいる家族と離れ、自身は東京
に留まり在宅勤務を続ける中西社長。朝晩スマート
スピーカーで双方をつなぎ、家族と会話や食事を楽
しんでいる。
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られなくなるでしょう。このような働き方はこれ
から一層加速していくものと思います。

➖ 翁長さんは沖縄県の外郭団体である沖縄観光コ

ンベンションビューローを退職し、昨年6月に沖

縄では初めての「観光危機管理」の専門家として
独立されました。現在、感染症によってまさに危
機にあると思いますが、業界はどのような状況で
しょうか。 

翁長：沖縄県は３.１１の大震災をきっかけに、

観光産業に大きな影響を与える自然災害や感染
症、大規模事故などを想定した「観光危機管理」
計画の策定に取り組みました。私はその一環でフ
ロリダ大学観光危機管理の専門家による指導者養
成研修を修了し、そこで学んだことなどを沖縄観
光の現場で生かしたいとの思いで独立しました。
市町村や企業に対し、発生しうる様々なクライシ
スを想定した行動指針づくりや指導者の育成など
に取り組んでいます。

　起業と同時に沖縄観光は、韓国との政治摩擦、
首里城の火災、年明けの豚コレラの発生、そして
新型コロナウィルス感染拡大と危機が続き、事業

者や自治体からは事前準備以上に、今なすべきこ
とへのアドバイスを求められています。

　米同時多発テロやSARSなど沖縄観光はこれまで

にも周辺諸国・地域の情勢によって大きなダメー
ジを受けてきましたが、事態が収束すれば、また
需要が戻ってきました。しかし、今回の新型コロ
ナウィルスは長期化する見通しと、世界的な感染
拡大で誘客のリスク分散が機能しないという従来
にはないケースとなります。

　自然災害などを前提にした防災の観点では「感
染症」は災害には含まれないのですが、災害時に
は避難所で感染症対策をしているので、必ずしも
切り離すべきではなく、災害と捉えて広くその知
見や対処を活用するべきだと思います。感染症を
「災害」に位置付けることで、命を守る法的義務
の意味合いがより強くなります。

➖ 様々な分野で既存のシステムを見直していくに

あたっては、テクノロジーを生かすための通信環
境の充実が欠かせません。５Gの実用化への道の

りも含めて課題はありますか。 

中西：外出自粛でオンライン会議やオンライン
授業の機会が増えていますが、地域によっては家
庭で通信環境が整備されていない、ネットワーク
の速度が遅いということがまだまだ多くありま
す。政府主導でモバイルルーターを貸与するなど
対策はありますが、その結果さらに国全体のネッ
トワークトラフィックがひっ迫する懸念もありま
す。決済の面でも、インバウンド対応や決済の利
便性向上、治安向上に向けてキャッシュレス化が
進んでいく見込みです。需要の高まりをきっかけ
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新型コロナによる観光産業への大きな影響を受け、
業界で観光危機管理体制に改めて関心が高まる中、
新聞やラジオで見解を求められる機会が増えてい
る。

オンライン環境の整備急務 
家庭、地域への浸透が課題 
「教育の平等」に影響も
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に、各家庭、各地域どこからでも高速でかつセ
キュアに安定したネットワークが使える環境を国
として整備していく必要があると思います。

翁長：通信環境の不十分さは私も感じるところ
があります。４月に娘が京都の大学に進学しまし
たが、休校措置となりオンライン授業に切り替わ
りました。娘は沖縄の自宅から受講しています
が、自宅にウェブ環境がない学生はやむを得ず、
大学に来てオンライン聴講せざるを得ない状況
だったそうです。その後は大学自体がクローズと
なり、その学生たちは受講ができない状態でし
た。通信環境の整備の遅れは、教育の機会の平等
にも影響を与えます。新型コロナウィルスを機に
このような課題はもっと見えてくるのではないか
と思っています。

➖ ITを切り口にした様々なソリューションを提

供する中でも、ベル・データは「防災」に取り組
み始めています。備蓄食の販売も手掛けており、
ITベンダーとしては異色な事業展開です。どのよ

うなきっかけがあったのでしょうか。 

中西：当社は今期で創業３０年を迎えます。当初
はネットワークやサーバーなどインフラの構築・
保守運用を強みにスタートしましたが、時代やお
客様のニーズに合わせてアプリケーション事業、
インバウンドソリューション提供など事業領域を
拡大させてきました。災害が起きた際にコン
ピューターが停止してもバックアップ環境から事
業を継続させるための基盤の提供を含め、様々な
お客様の事業継続（BCP）策定支援にも携わらせ

ていただきました。一方で、家に帰れば私も一市
民です。国内で甚大な被害を及ぼす災害が多発す

る中で、「防災」においては自治体だけではな
く、企業や市民との連携がより重要になることを
実感し、ITベンダーである当社にも貢献できるこ

とがあるのではないかと考え、防災事業への関わ
りを検討し始めました。

➖ 株式会社ワンテーブルとの協業が転機になって

いますね。 

中西：ワンテーブル社は「命の未来にイノベー
ションを～“つくる力“と、“守る力“で、命を豊かに

する～」を経営理念とする宮城県の会社です。東
日本大震災の避難所での経験をもとに、電気や
水、ガスを使わず、高齢者や幼児、アレルギーの
ある人でも手軽に食べられる世界初、５年半の賞
味期限を満たす備蓄食ゼリー「LIFE  STOCK」を

8年の歳月を費やし開発に成功しました。

　自治体主導の防災では担当者も定期的な人事異
動があり、蓄積した知見が継承されていない課題
が多く見られます。そのため、平時から防災の意
識を高めつつ、発災時に十分機能する防災体制の
整備が進んでこなかったように思います。防災を
自治体だけではなく、企業、さらには国の事業と
して継続的に取り組めるようにしなければと、指
標や基準を策定し、世界に貢献する防災ビジネス
を作るというワンテーブル島田昌幸社長の考えに
共感しました。ベル・データとしては、ITの側面

でお手伝いできることがあればと思い、協業を決
めました。
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ビジネスで「防災」を持続的に 
備蓄食不適な「20％問題」 

想定人数、新規事業の動機づけに
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➖ ワンテーブルとのご縁から、防災備蓄食の販

売、そしてさらに自治体や企業、市民向けに防災
情報を一元化する「プラットフォーム」の構築事
業を進めています。どのような問題意識からで
しょうか。 

中西：東日本大震災時、避難所では深刻な水不
足がありました。水がないことによって、カップ
ラーメンやアルファ米は食べられません。乾パン
もどうしても水が欲しくなります。栄養バランス
も偏ってしまいますし、傷病者やアレルギー持ち
の方への配慮もできていなかったと聞いていま
す。ワンテーブルはその課題に対する一つの対策
として食の観点から、「LIFE  STOCK」を開発し

ました。そのことを聞いて我々が考えたのは、
「実際に困る人はどのくらい想定され、備蓄食を
どのように管理して、災害時にはどのように提供

できるか」ということでした。そこまでわからな
いと、いくら備蓄食の商品が素晴らしいもので
も、必要な時に必要な人に届かなければ、意味が
ないからです。

　その頃、南海トラフ地震の想定被災地域におけ
る大規模災害時の被災シュミレーション結果を知
る機会がありました。ベル・データ独自に想定被
災地域の人口動態を調査した結果、「食の制約の
ある傷病者」「アレルギー患者」「８５歳以上の
高齢者」「５歳未満の幼齢者」など、一般的な備
蓄食では対応できない人たちが、人口に対して
20％程度存在するという推計が見えてきました。

具体的な数値に触れ、「そうか、これだけの人た
ちも救わなければならないのか」と具体的な数値
は大きな動機づけになりました。＊算出根拠や詳細デー
タは同社ホームページ参照（https://www.bellholdings.co.jp/

service/prevention/bosai20data.html)

人口動態に基づく対象者の推計は都道府県別や市
町村別でも算出することができます。このデータ
から今まで表面上見えなかった課題が可視化でき
るようになると考えました。これまでアナログ

だった管理方法を「防災✖ IT」で提案していくこ

とで、管理の負荷軽減、備蓄食の保管状況や賞味
期限を見える化することはもちろん、他の自治体
や企業間の連携も可能になると考えています。今
まで自治体職員やボランティアに頼っていた部分
をビジネス化することで「防災」を平時から持続
可能な取り組みに変えていくことができると考え
ました。

➖ 「防災プラットフォーム」によってどのような

課題の解消を目指しているのでしょうか。 

中西：一般的な備蓄食は、行政の防災担当者
が、紙やエクセルなどで保存期限や在庫数の管
理、棚卸しなどをしているケースが多く、確認漏
れや人事異動に伴う引継ぎ漏れなどで徹底されて

5

防災情報の一元化で連携促進 
平時の余剰生かす仕組みを 
効率的に適正量を管理

https://www.bellholdings.co.jp/service/prevention/bosai20data.html
https://www.bellholdings.co.jp/service/prevention/bosai20data.html
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いないという課題があります。プラットフォーム
を活用することで、誰でも備蓄品の在庫状況を同
じインターフェースのシステム端末上で把握でき
るだけではなく、地域ごとの人口動態を考慮した
在庫シミュレーションをもとに、人手をかけるこ
となく、適切な備蓄を管理できるようになりま
す。

　災害は広域に及ぶことが一般的です。近隣自治
体の備蓄情報に加え、周辺企業が提供できる防災
備品の在庫情報をプラットフォームに集約するこ
とができれば、災害発生時に素早く備蓄状況が把
握でき、被災者への支援に迅速に動けるようにな
ります。平時から地域全体で必要な情報を一元化
するデジタル・プラットフォームを提供すること
と同時に、災害時の備えには何が必要か、「防災
ISO」などの、ものさしを策定することが重要だ

と考えています。

➖ 「防災ISO」によって、どのような展開を目指

しているのでしょうか。 

中西：防災に関するISOがいまだ存在しない中

で、災害経験と防災に関する知見が豊富な日本
が、世界に先駆けて国際的な標準規格を設けよう
と動き始めており、今年１月には東北大学を中心
に産学官連携の「防災ISO準備委員会」が発足し

ました。そこに、ワンテーブルとベル・データは
防災プラットフォームの構築で協力し、世界基準
の承認に向け共同で取り組む方針です。

　プラットフォームの構築には、ワンテーブルと
JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機

構）の「BOSAI SPACE FOOD プロジェクト」も

連携しています。「防災✖ 宇宙」の視点で事業創

出と社会課題解決に取り組む共同企画で、様々な
パートナー企業との関わりもあり、防災の「産
業」としての広がりが期待できます。このような
多様な取り組みによって、防災事業を国内だけで
はなく、海外にも提供していける可能性があるこ
とが見えてきました。

➖ そのプラットフォームの実証実験の場として沖

縄を候補地に挙げていますが、沖縄にはどのよう
な特徴があるのでしょうか。 

中西：前職から沖縄へ訪れる機会が多くあり、
沖縄をITという視点で見てきました。防災事業の

デジタル化を進めることによって国内で一番飛躍
する地域が沖縄だと思っています。沖縄は毎年台
風が発生し、災害面でもリスクが高い地域です。
定住者に加えて、国内外からの観光客が１日３万
人近くいるのも特有です。防災情報に加え、観光
客の動態情報を防災プラットフォームで管理する
ことで、「観光地の安心と安全」に取り組むため
にどのような対策が必要か、可視化できるように
なると考えています。安心や安全は観光地を選ぶ
上でより一層重視されていくでしょう。住民だけ
でなく観光客も想定に入れた防災体制があるとい
う付加価値が高まれば、より多くの観光客が沖縄
を訪れるようになり、観光産業に携わる県民の所
得水準の向上にも貢献できるのではないかと期待
しています。
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「安心」に付加価値を 
システム化実証と発信、沖縄から 
観光産業の単価引き上げに期待
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➖ テクノロジーを活用して地域の防災を支えると

いうベル・データの取り組みについて翁長さんは
観光危機管理の専門家としてどのようにご覧にな
りますか。 

翁長：OCVBに勤務していた時期も含めて、ITを

使った事業者向けのサービスは色々と見てきまし
たが、地域住民に観光客も想定に含めた防災プ
ラットフォームという視点は初めてです。防災は
職種も人種も関係なく、すべての人が当事者にな
ります。テクノロジーを生かして必要な人に情報
が届けられる仕組みを作ることができれば自治体
や企業、住民にとっても求められるものになると
思います。

➖ 新型コロナウィルスの感染拡大を背景に、自治

体や企業には感染症を含む「非常時」への対応に
多角的な想定が一層求められるようになります。
観光地としての沖縄はどのように対応していけば
いいと思いますか。 

中西：新型コロナウィルスが終息したとしても、
すぐに第２第３の感染症の脅威に襲われる可能性
があります。感染の危険を少しでも感じるような
ことがあれば観光地として成り立ちません。沖縄
の場合、島嶼県なので陸路で入ってくることはで
きませんので、空港やクルーズ船で検疫・検査体
制を徹底することが可能です。

　一つのアイデアなのですが、沖縄に入ってくる
観光客には健康状態を確認する前後２週間の待機
期間を必須で設け、その間、豪華なリゾートホテ
ルで過ごしてもらうこともいいと思います。陰性
が確定した後に自由に沖縄を観光していただく。
待機期間を含めて２ヶ月間の滞在プランとして組

み込むのです。観光では、安心できるハイヤーを
手配して安全な観光地を案内するのもいいでしょ
う。事前にアプリをダウンロードしてもらい何か
あった際にはルートを追うことも可能です。そう
すれば、経済を止めることなく、観光業を稼働さ
せることができます。平時の時から感染対策を施
していることをアピールすることができれば、そ
こにしっかりとした対価を払う観光客が世界中か
ら集まると思います。県民も安心して受け入れる
ことができるようになります。

翁長：素晴らしい発想ですね。外から入ってくる
感染症のリスクに敏感になっている時に、検査や
待機期間を逆手に取って一つの旅行形態にしてし
まう、というのは考えもつきませんでした。一方
で、感染拡大による観光事業者へのダメージは相
当深刻で、携わっている方々からはあと数ヶ月も
持たないのではないかと不安の声があります。回
復が半年後、１年後となった場合、発生前と同じ
ような受け入れ体制ができるのかが、一番の懸念
となっています。復興期を見据えて、防疫体制や
安全対策を含めてどう向きあてっていくべきか、
今から考える必要があります。中西社長がおっ
しゃるように、到着後２週間は豪華なホテルで過
ごすという形ができれば、状況によっては経済が
動くきっかけにもなるかもしれませんね。

中西：起きてしまっている現実に対して、次につ
なげる手立てをどれだけ考えられるかが問われて
いると思います。安全対策が施された沖縄であれ
ば、世界中から人が集まると思います。１人あた
りの単価が上がるので、元通りの観光収入が１千
万人分であれば、１００万人分くらいで賄えるよ
うになるかもしれません。観光に従事する県民の
方々にもしっかり収入として恩恵が受けられる産
業にしていく必要があると思います。

翁長：そうですね。今回の事態によって、観光産
業の危機対応を見直すきっかけにしたいという観
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光事業者からの声もあります。誰が来ても歓迎
だったところを、安全、安心を軸にこれまでとは
異なる客層にアピールする取り組みができるかも
しれません。「数」ではなく、「質」を重視した
観光地づくりの方向性が見えてくるのではないで
しょうか。

➖ 自治体、企業、市民をつなぐ「防災プラット

フォーム」を広めていくには、まずは防災に関し
て自治体側と課題認識を共有する必要があると思
います。すでにいくつかの自治体と連携が始まっ
ているそうですが、行政に期待することはありま
すか。 

中西：防災は、市民、国民の命を守るために本
来、行政主導でやるべきものですが、現状では市
民が求めるものというより、予算の範囲内で備蓄
品を用意するということになりがちです。企業向
けの防災に取り組んできた立場として自治体目線
との違いが分かりとても勉強になります。ちょう
ど中間に立つ我々が企業と自治体、市民をつなぐ
役割を果たせたらと思っています。

翁長：どうしても縦割りになってしまう行政機関
では、危機管理の対策で全庁的に取り組むことが
うまくできない面がありました。思いを持った人
が翌年には異動してしまう、とても大事なことな
のに受け止めてもらえないというジレンマがあり
ます。防災を切り口に、各部署が一体となって協
力できる仕組みづくりができるかどうか。沖縄で
は、多発する台風への対応には慣れているのです
が、地震や津波への危機意識は身近なものではあ
りません。どこか先行的に実践する自治体があれ
ば、他の自治体にも広がりやすくなると思いま

す。そのためにも防災、危機管理の仕組みをデジ
タル化、システム化することは有効ではないで
しょうか。行政だけでできることには限界があり
ます。市民目線を落とし込むためにも、企業が提
供するサービスと行政の事業をリンクさせていく
必要があると思います。

➖ 自治体体や企業には今後、感染症を含む「非常

時」への対応に多角的な想定が一層求められるよ
うになります。沖縄からどのような働きかけをし
ていきますか。 

中西：防災については、どの自治体も、どの首長
も総論賛成ですが各論になると進めることができ
ません。提案を受ける担当者も、なかなか自分事
として受け止め、管理職を説得することが難しい
類のコンテンツだと思っています。だからこそ自
治体のトップの判断として、市民を守るために防
災の取り組みを充実させていく決断が必要です。
意識の高い市町村が先行することで、連携体制や
インバウンド対応などの効果を理解してもらい、
他地域に広げられる可能性があると思います。沖
縄でファースト・ペンギンになる自治体が出てく
ると、インバウンドへの対応のアピールも含めて
効果が出やすい。とても大きなインパクトがある
と思います。自治体や企業の担当者にプラット
フォームの使い勝手の良さに触れていただいて、
利便性を感じてもらえる機会を提供していきたい
と思います。
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