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企業を取り巻く脅威として、地震等の自然災害だけではなく、新型インフルエン
ザが大きくクローズアップされている。新型インフルエンザの脅威はすでに現実の
ものとなり、2009年4月末にメキシコにて低病原性のインフルエンザA（H1N1）が
発生し、感染者は世界中に拡大し、同年6月には世界保健機関（WHO）では警戒水準
をフェーズ6に引き上げた。日本国内でも感染者が多数発生しており、企業はその対
応に追われている。行動計画を策定していない企業は場当たり的な対応しか行うこ
とができず、策定していた企業では高病原性の新型インフルエンザ（H5N1）を想定
した行動計画を策定していたので、そのままでは使用できない状況であった。富士
通グループとしてもインフルエンザA（H1N1）に対し対策を講じる必要があった。本
稿では富士通グループの行動計画策定ならびに対応状況をベースに、今後の新型イ
ンフルエンザ対策に向けて企業として取り組むべき事項を述べる。
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ま　え　が　き

企業を取り巻く脅威として、地震等の自然災害
だけではなく、新型インフルエンザが大きくク
ローズアップされている。2009年4月末にメキシ
コでインフルエンザA（H1N1）が発生以来、感染
者は国内外で拡大の一途をたどり、世界保健機関
（WHO：World Health Organization）は警戒水
準をフェーズ6（世界的大流行）に引き上げている。
今回発生したインフルエンザA（H1N1）は、弱毒性
とは言え、国民生活や企業活動に与える影響は無
視できないものとなっている。
本稿では、インフルエンザA（H1N1）発生時に
おける企業の対応と教訓について述べるとともに、
富士通グループでの行動計画策定ならびに対応状
況の紹介を行い、最後に、今後の新型インフルエ
ンザ対策に向けて企業として取り組むべき事項を
述べる。

新型インフルエンザとは

新型インフルエンザとは、インフルエンザウイ
ルスのうち、新たにヒト－ヒト間で伝染する能力
を持ったウイルスを病原体とする感染症である。
新型のウイルスであるため、ほとんどの人は免疫
を持たず、ワクチンも存在しないため、一旦発生
した場合には、瞬く間に世界中に拡大するインフ
ルエンザ・パンデミック（感染爆発）となる恐れが
ある。新型インフルエンザは、2009年4月末に発
生したインフルエンザA（H1N1）の他に、20世紀
に3回発生しており、1918年のスペインインフル
エンザ、1957年のアジアインフルエンザ、1968
年の香港インフルエンザがある。

インフルエンザA（H1N1）における企業の対応

2009年4月末にインフルエンザA（H1N1）が発
生した時点で、一部の企業は国が発行している「新
型インフルエンザ対策ガイドライン」を参考にして
行動計画を策定していた。本ガイドラインでは、
鳥インフルエンザウイルス由来の高病原性の新型
インフルエンザ（H5N1）がアジアで発生すること
を想定し、流行規模予測として、パンデミック発

生時には、発症率25%（国内で3,200万人が罹患）、
致死率2%（国内で64万人が死亡）、大流行時の企
業の欠勤率は最大40%となることを前提に計画を
策定することを推奨している。個人への影響から
社会全体に至るまで様々な混乱が生じることが予
想され、個人も企業も早期の対策が必要とされた。
しかし、実際に発生したのは想定していた新型イ
ンフルエンザ（H5N1）ではなく、低病原性のインフ
ルエンザA（H1N1）であった。この時点で、各国・
企業の対応は従来の計画からの大幅修正を余儀なく
された。
（1）インフルエンザA（H1N1）における対応
インフルエンザA（H1N1）が発生した当時、行動
計画を策定していた企業は、全体の約30%に満た
ない状況であった。ただし、行動計画を策定して
いても、高病原性の新型インフルエンザ（H5N1）
を想定した行動計画であったため、策定した行動
計画はそのままでは使用できない状況であった。
また、約70%の行動計画を策定していない企業で
は、様々な情報に翻弄されながら、場当たり的な
対応をせざるを得なかった。さらに、行動計画に
応じた訓練を実施していた企業はほとんどなかっ
たため、準備不足のまま実際の新型インフルエン
ザを迎えることになった。
（2）インフルエンザA（H1N1）で得られた教訓
新型インフルエンザ対応行動計画を策定してい
なかった多くの企業では、事前の行動計画の必要
性を実感し、すでに行動計画を策定していた企業
では、高病原性の新型インフルエンザ（H5N1）の
みに限定した行動計画では使えないという教訓が
得られた。つまり、事前の行動計画を策定するこ
とは当然必須のことであるが、これに加えて行動
計画自体も、新型インフルエンザの特性や発生状
況等に応じて臨機応変に対応できるものでなけれ
ばならないと言うことが明確になった。今後、行
動計画を検討する上では、病原性（毒性）、感染力、
発生地域、発生時期、行政や他企業の対応状況、
消費者の反応などの、様々な判断基準を踏まえた
上で、最適な対応を可能とする、柔軟な計画作り
が求められる。
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インフルエンザA（H1N1）における富士通の対応

富士通グループの当初の行動計画は、2008年春
に国の指針に基づき、高病原性の新型インフルエン
ザ（H5N1）を想定して策定されていた。そのため、
今般のインフルエンザA（H1N1）の流行が進むにつ
れ、想定していた状況と実際に起こっている状況
のギャップを踏まえ、現状に即した行動指針の見
直しを適宜実施することにより、対応行動を実施
した。現実には適切な対応が実施できたとは言え、
今後の様々な状況の変化に対応し、柔軟性の高い
行動計画へと発展させるため、見直しを実施した。
もともと富士通総研（FRI）では、新型インフル
エンザの行動計画策定のために、国が発行してい
るガイドラインに基づき、発生段階ごとに必要
な事前準備や発生時の行動手順のテンプレート

（行動計画策定テンプレート）を300種類以上作成
し、ライブラリ化（F3PL：Fujitsu Pandemic 
Preparedness Plan Library）（図-1）している。
また、2008年11月からはこのテンプレートを活用
したお客様向けの新型インフルエンザ対応計画策
定コンサルティングサービスを開始している。
今回の見直しは、行動手順のテンプレートを、
ある状況のみに固定化して用いるのではなく、様々
な状況に合わせて柔軟な組み合わせが可能な形態
とすることにより、想定以外の状況にも対応を可
能とすることを主眼とした。

行動計画策定テンプレートについて

富士通グループの新型インフルエンザ対応行動
計画の策定で活用した行動計画策定テンプレート

新型インフルエンザ対応
行動計画

新型インフルエンザ対応計画ライブラリ
（F3PL）

社内外の実績
ノウハウを蓄積

複数の想定事象を
パラメータで設定

■行動計画マップ ■行動計画シート

図-1 新型インフルエンザ対応計画ライブラリ
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図-2 戦略と対策の考え方
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について、詳しく紹介する。行動計画策定テンプ
レートは、「行動計画マップ」と「行動計画シート」
の2つの支援ツールで構成されている。
（1）行動計画マップ
新型インフルエンザ対応行動計画とは、新型イ
ンフルエンザのどのパンデミックフェーズで、ど
の戦略をとるかという計画である。図-2は戦略と
対策の考え方を示しているが、その中で、例えば、
第三段階にて勤務形態を在宅勤務に切り換えよう
とした場合、その前段階でネットワークやセキュ
リティのインフラ強化や就業規則の見直し、PCの
支給、運用テスト等の事前準備が必要であるとい
うことである。新型インフルエンザ対応行動計画
を策定するには、パンデミックフェーズごとに戦
略を決定し、その戦略を実現するための事前対策
を「どのパンデミックフェーズ」で実施するか、準
備期間を勘案し、逆算して計画を考えていく必要
がある。
この検討を効率的に行うことを目的として使用
する支援ツールが「行動計画マップ」である（図-3）。
「行動計画マップ」は、縦軸を戦略一覧、横軸をパ
ンデミックフェーズとした表であり、各戦略につ
いての事前対策と戦略の実施時期を検討するにあ
たり、基本になるものである。
この「行動計画マップ」は、様々な状況に合わせ
た戦略の全体像をシミュレーションし、戦略実施
時期の整合性を確保することにより、状況に合わ
せた最適な行動パターンの決定を可能とするため
の有効なツールであると考えている。
（2）行動計画シート

2つ目の支援ツールである「行動計画シート」は、

「行動計画マップ」を戦略ごとに分解し、詳細化し
たものである。この「行動計画シート」を用いて、
各戦略を検討する責任部門は、どのパンデミック
フェーズで誰が何を実施するのかを計画していく。
この「行動計画シート」は、
・戦略定義シート
・対策準備シート
・対策実施シート
の3つで構成されている。「戦略定義シート」は、戦
略の目的、前提条件、責任部門、スコープ（全社、
部門、拠点等の対象）を明確にする。「対策準備シー
ト」は、「戦略定義シート」に記載された内容を確実
に実現するための事前対策の時期と内容を定義す
る。「対策実施シート」では、新型インフルエンザ
対策の実施内容を、担当者レベルのアクションま
で具体的に定義する。「対策準備シート」と「対策実
施シート」は、「行動計画マップ」で決定したパンデ
ミックフェーズに対応している。
「行動計画シート」は、最終的に行動計画に展開
されることを目的としており、推奨される実施内
容と検討項目をあらかじめ記入した状態で提供し
ている。これにより、お客様が独自に検討すべき
項目が明確になり、必要な項目のみを集中して検
討することができる。また、新型インフルエンザ
対策を検討する部門は、総務、人事、厚生、危機
管理等の複数部門が関与することになるため、「行
動計画シート」に予めノウハウや情報を入れて提供
することで、部門間による検討結果の粒度のばら
つきや、ボリュームの不均衡等がなくなるように
配慮している。
（3）行動計画と各種ツールの構造化
行動計画は、本編とチェックリストとで構成さ
れている。本編には対策の概要が記載されており、
チェックリストにはパンデミックフェーズごと、
実施部門ごとに事前対策と実施対策が記載されて
いる。
策定した行動計画は、対策が進むにつれ、また
は外部環境に変化があった場合に繰り返し改版さ
れ、実効性を向上させていく必要があるため、行
動計画のメンテナンス作業は検討部署にとってか
なりの負担になっている。そこで、行動計画と2つ
の支援ツール（行動計画マップ、行動計画シート）
とを構造化させることで、メンテナンス作業の負

図-3 行動計画マップ
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行動計画

■行動計画シート

「対策準備シート」
「対策実施シート」

■行動計画マップ

【本編】

【チェックリスト】

「戦略定義シート」

行動計画策定テンプレート

荷軽減を実現した（図-4）。行動計画の本編は「戦
略定義シート」から、チェックリストは「対策準備
シート」と「対策実施シート」に記載された内容から
生成される。行動計画に記載された内容を直接修
正するのではなく、検討部門が行動計画シートを
改版し、行動計画の該当箇所に自動的に展開され
ることで、メンテナンス性の向上を実現している。
これにより、富士通グループでは、高病原性を想
定していたが実際は低病原性だったという今回の
ケースでも、過度な対策をとることもなく、柔軟
に対策を進めることができた。

企業における今後の取り組み

インフルエンザA（H1N1）の国内感染の流行は
続いている。今後さらなる感染の拡大や、病原性
の変化、さらには鳥インフルエンザ由来のH5N1
ウイルスによるパンデミックの発生など、考慮し
なければならないことはまだまだ多い。秋冬には、
季節性インフルエンザの流行と重なることも懸念
され、企業としても十分な対策を講じておく必要
がある。今後企業として取り組むべき内容を以下
に整理した。
（1）柔軟な行動計画の策定
第二波に備えて、今回のインフルエンザA

（H1N1）への対応について評価を行い、行動計画
に反映させていく必要がある。行動計画を策定し
ていなかった企業は、今回発生したインフルエン

ザA（H1N1）の対応について整理を行い、行動計画
を策定する必要がある。ただし、新型インフルエ
ンザ（H5N1）をはじめとする他のウイルスによる
新型インフルエンザ発生の可能性は消えたわけで
はない。どのような状況で新型インフルエンザが
発生してきても、前述のとおり、柔軟に対応可能
な行動計画を考慮していく必要がある。
（2）統制のとれた体制整備
インフルエンザA（H1N1）は、低病原性であった
ため、総務部門や人事部門等の管理部門が中心と
なって危機管理を行っていた。しかしながら、今
後の感染の拡大や、高病原性のウイルスによるパ
ンデミックの発生を考慮すると、事業そのものの
継続に影響を及ぼす事態も想定される。そのため
には、事業の継続が必要になった場合のビジネス
責任部門との連携や役割分担の明確化が今後必要
となろう。
また、新型インフルエンザは地震等の自然災害
とは異なり、被害は長期的かつ広範囲にわたる。
そのため、中央対策本部から各拠点にあるすべて
の対策本部に指示し、活動を統制する必要がある。
中央対策本部から各拠点にあるすべての対策本部
への指揮系統を確立することと、確実に実行可能
か否かの十分なチェックが重要となる。
（3）情報収集
今後も、WHO、米国疾病予防管理センター

（CDC：Centers for Disease Control and 
Prevention）等の専門機関や厚生労働省、外務省、

図-4 行動計画と各種ツールの関係性

コンサルタント論文集20091016.indb   36 2009/11/05   18:56:51



FRIコンサルティング最前線. Vol.2, （2010） 37

企業における新型インフルエンザ対応計画

地方自治体等の行政機関からの情報を確認してい
く必要がある。また、インフルエンザA（H1N1）の
国内感染者は増えている傾向にあるため、従業員
の罹患情報の把握は継続して行う必要がある。
（4）教育訓練の実施による危機管理能力の強化
新型インフルエンザ対応行動計画を策定してい
たほとんどの企業は、訓練を実施していない状況
であった。新型インフルエンザ発生時に柔軟な対
応を行うには、日頃から訓練を実施し、要員対応
能力の強化を図っていく必要がある。また、従業
員の行動意識調査を行い、教育を通じ従業員の意
識向上を図ることも重要なポイントである。

む　　す　　び

本稿では、企業を取り巻く脅威の1つである新
型インフルエンザの行動計画策定について述べ
た。2009年4月末に発生したインフルエンザA
（H1N1）の感染流行は続いており、今後の感染拡
大や、病原性の変化（毒性の強化）の可能性も無視
できない。また、想定していた高病原性の新型イ
ンフルエンザ（H5N1）発生の可能性は消えたわけ
ではなく、発生の危険度はさらに増している。
経営を取り巻く様々な脅威が増して行くなか、
企業の危機管理に求められるものは、どのような
危機に見舞われても柔軟に対応し、人命の安全を
確保しつつ、事業を継続するための組織的な能力

の強化である。そのためには、本稿で述べたよう
に、様々な状況に応じて硬直的にならず、柔軟に
対応できる計画の策定とともに、教育訓練を継続
的に実施し、個人や組織の行動能力を高めること
を同時に行うことが重要となる。今後とも、富士
通グループ内での実践、コンサルティング実績で
得られたノウハウ、最新動向の把握により、新型
インフルエンザ行動計画策定テンプレートの改善
を図っていくとともに、FRIの新型インフルエン
ザ対応計画策定コンサルティングが、お客様の危
機管理対策策定の一助になれば幸いである。

（注）本稿における発生状況等の情報は、2009年7月時点
の情報を基に執筆
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