
パンデミックによるインパクト

2009年５月９日に大阪で初の国内

感染者が確認された新型インフルエン

ザ（H1N1）は，世界100カ国を超え

る国々に広まり，人々の生命を脅かす

だけでなく，我々の生活にも大きな影

響を及ぼすものであることを再認識さ

せました（図１）．

大阪・兵庫では休校やイベント中

止，外出・移動の自粛などが行われ，

多くの人や企業が影響を受けました．

社員に自宅待機や関西方面および海

外への出張・移動を禁止する企業も実

際に現れ，企業活動への影響もかたち

として現れてきました．もし感染がさ

らに拡大すれば，政府や自治体による

本格的な感染拡大予防措置により長

期間にわたり社員の出勤を制限せざる

を得ない事態に陥ることが想定されま

す．このような中で「我が社は事業を

継続していけるのだろうか？」という

危惧を抱いた人は，決して少なくない

と思います．

７月31日現在，日本国内で4 986

名を超える人が感染しています．全世

界では134 503名への感染が確認され

816名の方々が死亡しています．

現在，WHO（世界保健機構）で
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NTTアイティのパンデミック対策支援
ソリューション

図１　新型インフルエンザの罹患者数と死亡者数の推移グラフ 
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出典：IDSC国立感染症研究所 感染症情報センターホームページより作成 
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2009年に入り新型インフルエンザの脅威が話題になり，世界的なパンデ
ミック（大流行）の発生と相まって，国・自治体・企業ではさまざまな対策
（BCP/BCM）が進められています．国や自治体，企業との連携を図りながら，
計画的に事業・業務を制限，縮小して社内外への感染を抑止するとともに，
適切な対策を講じて社会機能の維持とそのサポート，および会社存続のため
に重要な業務を継続し，パンデミック終息時にいち早く通常の企業活動に復
旧することが，基本的な対策戦略となります．その中でご活用いただける
NTTアイティのパンデミック対策支援ソリューションを紹介します．

す ず き ゆたか

鈴木 裕

NTTアイティ

パンデミック対策 新型インフルエンザ BCP

図２　過去のパンデミックと経済への影響 
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死亡者数：4 000万人 
致死率：２％ 
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1957年： 
“アジアインフルエンザ” 
死亡者数：200万人 
致死率：0.5％ 
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1968年： 
“香港インフルエンザ” 
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は，インフルエンザの流行をPhase1～

Phase6で定義しています．Phase4以

降になった場合には企業，地域として

も対策を行っていく必要があります．

・Phase4では，渡航禁止や自粛の

規制が出たり，入出国時の検疫

が強化されます．これに伴い，物

流に影響が出たり，海外に拠点を

持つ企業では家族の緊急帰国など

の処置が必要になります．

・Phase5では，講演，展示会等人

が集まることを自粛したり，移動

に制限がかかります．

・Phase6では，厚生労働大臣が非

常事態宣言を行います．ライフラ

インを除く営業の自粛等も実施さ

れる可能性が高くなります．

これに伴い経済的な影響も出てきま

す．過去のパンデミックの事例に基づ

き，経済への影響を記載します．

パンデミックと経済への影響

過去においてはパンデミックを引き

起こした新型インフルエンザも，最近

では季節性インフルエンザとして知ら

れています（図２）．

例えば，スペインインフルエンザと

して1918年に流行し，4 000万人を超

える死者を出したH1N1（Aソ連型）

は，今では季節性インフルエンザとし

て皆さんもご存じでしょう．

世界銀行によるとインフルエンザの

パンデミックが起こった場合の世界全

体のGDP 減少率を，

・被害が弱度（香港インフルエンザ

程度を想定）の場合で－0.7％程度

・中度（アジアインフルエンザ程度

を想定）の場合で－2.0％程度

・強度（スペインインフルエンザ程

度を想定）の場合で－4.5％程度

と試算しています．

実際の被害規模はウイルスの毒性や

感染力に依存するため，予測できません．

実際に2002～2003年には中国で

SARSが流行し，アジア開発銀行

（ADB）の試算ではアジア全体で約

600 億ドルの損失が発生したとされて

います．

スペインインフルエンザに学ぶ

スペインインフルエンザでは，図３

にあるように米国のフィラデルフィアと

セントルイスで死亡者数に大きな違い

が出ています．フィラデルフィアでは未

図３　スペインインフルエンザ都市別死亡者数（米国） 
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（b） セントルイス 

パレード実施 外出禁止・学校閉鎖等の対策実施 

（人） （人） 

表　インフルエンザと自然災害の違い

出典：国立感染症研究所策定，新型インフルエンザ対策ガイドライン1.3版より作成

項目

被害の期間

被害の対象

地理的な影響範囲

災害発生と被害

事業への影響

事業継続方針

新型インフルエンザ 自然災害

不確実性が高く予測が困難
（スペインインフルエンザの場合６カ月以上も）

過去事例からある程度想定可能
（１週間～１カ月程度が多い）

社会的インフラストラクチャ
（施設・設備等）

局所的
（代替施設での操業や補完が可能）

兆候なく突発
被害量は事後の制御不可能

事業復旧すれば業績回復が期待
できる

できる限り事業の継続・早期復
旧を図る

人
（長期化で企業イメージにも影響がある）

国内全域，全世界的
（代替施設での操業や補完が困難）

被害は対策により変化
ワクチン等医学的介入には時間が必要

サービス業等では長期間利用客が
減少し，業績悪化が懸念される

感染リスク，社会的責任，経営面を
勘案し，事業継続のレベルを決める



知のインフルエンザが流行し始めてい

るのにパレードを実施しました．これ

に対し，セントルイスでは同日に外出

禁止，学校閉鎖を決定し，実行しま

した．

これは，正確な情報を収集し，的確

に分析を行い適切な措置を実行（周

知・徹底）することが重要であること

を示しています．

また，その具体的な措置としては

人から人の接触を少なくする措置が有

効であることを示しています．

パンデミックになったら

実際にパンデミックになったら，自

身の病気，家族の病気，あるいは恐怖

から最大40％の人は欠勤するといわれ

ています．自宅隔離や学校閉鎖，パ

ニックなどで欠勤率はもっと上昇する

だろう（50～60％）と予想されます．

パンデミックは通常の危機とは大幅に

異なります（表）．具体的には，世界

のすべての社会に影響します（局地的

な現象ではない）．ドミノ効果により，

原料の入荷がなくなるかもしれません．

物理的に壊れるものはないが，流通は

止まるかもしれません．第一波は６～

８週間続きます．実際にスペインイン

フルエンザの際には約７カ月間続きま

した．誰もが等しく罹り，個人の命に

かかわる危機であることも特徴です．

一説によると30％程度の人が病気

になる（学童年齢では40％，成人年

齢では20％）といわれています．

パンデミックにおけるBCP

パンデミック時のBCP（Business

Continuity Plan）立案のポイントと

しては，

・社員の感染者数を減らす

・事業継続限界を下回らない

・早期復旧

になります（図４）．

このためのポイントとしては，「40～

60％の欠勤率を想定したBCPの策定」

「情報収集・分析周知方法の確立」

「人と人が接触しない方策の確立」「平

常時からの教育訓練」になります．

NTTアイティでは，パンデミック対

策ソリューションとして，次の①～④

を提供しています（図５，６）．

① 情報収集とその周知，および健

康状態の管理・安否確認を統一

的な情報として管理できるイー

NTTグループのICTを活用した危機管理・事業継続ソリューション
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図５　NTTアイティにおけるパンデミック対策ソリューションの位置付け 
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図４　BCP対策時・未対策時の罹患者数と事業操業率の比較 
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ジーコミュニケーター（Ea s y

Communicator）

② 人と人が接触しない方策として

テレワーク環境を提供するマジッ

クコネクト（MagicConnect）

③ Web会議で接触せずにミーティ

ング環境を提供するミーティング

プラザ（MeetingPlaza）

④ 外出禁止時に自宅でも顧客か

ら会社への電話に対応する遠隔ヘ

ルプデスク環境を提供するボイス

モール（VoiceMall）

イージーコミュニケーターは，WHO

や厚生労働省をはじめ，関連情報を掲

載するホームページ等からも自動的に

情報を収集できます．これを危機管理

対策メンバが分析し，内容をマッシュ

アップ後，社員に通知するWeb「パン

デミックポータル」に自動的に掲載，

併せてメールで在宅社員のPCや携帯

電話に配信できます．また受け取り確

認も可能で，各社員の健康状態・安

否もPC・携帯電話（i-mode）で確

認できます．

マジックコネクト，ミーティングプラ

ザは，在宅社員の業務継続を支援し

ます．マジックコネクトで社内システ

ムやデータにアクセスし業務を継続的

に遂行できます．

さらに，本支店や他の在宅社員も含

めて複数接続が可能なWe b会議

（ミーティングプラザ）で，チームによ

る業務も進められます．

インターネット環境さえあれば，顧

客やパートナ企業との接続も可能です．

現在，ご成約・導入も増えてきています．

情報収集サーバ 
（EasyCommunicator 
For SNS & Infobee） 

キーワード認識 
サーバ 

遠隔ヘルプデスク 

ユーザ管理 
サーバ 

（Microsoft ActiveDirectory） 

相手画像 相手画像 資料共有 

今後実現予定 

キーパーソン発言 

図６　NTTアイティにおけるパンデミック対策ソリューション（情報のデータベース化） 
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NTTアイティでは，パンデミック対策を
コンサルティングから運用までワンストッ
プで行えます．緊急時だけではなく，平常
時でも使えるサービス（システム）の提案
を行っていきます．

◆問い合わせ先
NTTアイティ

統括営業部
TEL 045-651-7608
FAX 045-651-7737
E-mail easycommunicator-sales ntt-it.co.jp
URL http://www.easycommunicator.jp/

ec_pandemic_home.html


