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ここからは指針の「基本コース」に沿って、新型インフルエンザに対応した BCP の概要

及び策定の手順を解説します。なお、指針と本資料との関係については、26 ページに「【参

考１】中小企業 BCP 策定運用指針との対比表」がありますので、ご確認ください。

BCP（事業継続計画）の概要1

BCP（事業継続計画）とは、企業が地震や大火災、新型インフルエンザの大流行などの

緊急事態に備えて、普段から『緊急時にどの事業を継続させるのか？』や、『そのために何

を準備し、どのように継続するのか？』などを検討し、企業にとって中核となる事業を継

続するための対策などを取りまとめた計画のことをいいます。

BCP を策定している企業は、流行のまん延期などにおいても、感染防止策の実施により、

従業員への感染拡大を抑えることができ、企業の存続にとって中核となる事業を必要最小

限のレベルで継続することができます。また、こうした的確な対応を行うことで、取引先

などからの信頼を維持することができ、場合によっては信頼の向上につながることもあり

ます。

「BCP とはどのようなものなのか？」、

「BCP を策定するとどのような効果があるのか？」などと、

疑問をお持ちではありませんか？

３．BCP（事業継続計画）について

BCP 導入効果のイメージ（新型インフルエンザ発生の場合）

1-2～1-4

※29 ページ「【参考４】BCP 策定・運用状況の自己診断」において、BCP に含まれる対策などを取り

まとめています。ご参照ください。
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BCP策定の手順2

(１)BCP 基本方針の立案

BCP の策定に当たって、まず初めに『何のために BCP を策定す

るのか？』、『BCP を策定・運用することにどのような意味合いが

あるのか？』を検討し、BCP の基本方針を立案します。

(２)策定・運用体制の確立

基本方針を立案後、実際に BCP の策定・運用を推進する社内体制を決めます。

「BCP 策定時に何を検討したらいいかわからない」、

「BCP 策定には、相当のノウハウが必要なのでは？」などと、

お考えになったことはありませんか？

2-4

2-2～2-3

● 新型インフルエンザの場合、事業を継続する前提として従業員や家族への感染を防止し、

その生命を守ることを最優先とすべきです。

● また、自社内の感染を防止するだけではなく、利用客や来訪者への感染拡大を防ぐこと

も重要です。

基本方針を決めるに当たっては・・・
ポイントポイントポイントポイント

■ 経営者自らが率先して BCP の策定・運用推進に当たる

■ 企業の規模や業務の役割分担に応じて、策定・運用への参画者の人選をする

■ 取引先企業や協力企業との意見交換やすり合わせを行う

■ BCP を策定し、運用に取り組んでいることをすべての従業員に周知する

策定・運用体制を決める時に実施すること

● 新型インフルエンザの場合、就業規則・労務管理や労働安全衛生にも関わるため、人事

労務部門や産業医の協力が必要となります。

策定・運用体制を決めるに当たっては・・・

□ 就業規則・労務管理に関わること 自宅待機者や在宅勤務者の取扱い など

□ 労働安全衛生に関わること 職場での感染防止策の実施 など

ポイントポイントポイントポイント

何のために

BCP を策定

するのか？
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(３)事業を理解する

新型インフルエンザの発生時には、働くことができる人員や顧客との取引などが限られ

てしまう場合があります。このような状況の中で、自社の事業の継続を考えていかなけれ

ばなりません。そのため、『どの事業が社会機能の維持に関わる事業か？』や、『どの事業

の継続を考えていかなければならないのか？』という経営判断をあらかじめ行っておくこ

とが、有益となります。

3-3～3-5

● 社会機能の維持に関わる企業の場合は、まん延期においても事業継続を求められます。

また、こうした企業が BCP を考える場合は、業界ごとでどのような対応をするのかを

検討しておくことも重要となります。

● 一方で、事業継続に伴い感染が拡大してしまう危険性のある企業は、事業の自粛を要請

される可能性があります。

事業を理解する際に知っておくべきことは・・・

□ 社会機能の維持に関わる企業の具体例

（社会機能の維持に関わる企業をサポートしている企業も含む）

医薬品の供給に関わる企業、生活必需品を製造販売している企業、食料品を製造販売し

ている企業、生活必需品の物流に関わる企業、食料品の物流に関わる企業、ライフライン

関係者の基幹システムに関わる企業、ライフライン関係者の施設管理に関わる企業 など

□ 事業の自粛が要請される可能性がある企業の具体例

集会施設、美術館、博物館、動物園、図書館、映画館、劇場、スポーツ施設、遊園地 など

ポイントポイントポイントポイント

※事業の自粛が要請される可能性がある企業の事業継続については、１3 ページをご参照ください。



318

新型インフルエンザが発生した場合に、『どの事業を継続させるべきか？』などの経営判

断を行うために、以下の３つの項目を検討します。

１) 事業への影響度を評価する

【1】中核事業の特定

事業を継続しなければならない社会的必要性、経営維持・存続のための収入を確保する必要性など

から、企業にとって中核となる事業である「中核事業」を特定します。

● 中核事業の特定時に検討する「事業を継続しなければならない社会的必要性」と「経営

維持・存続のための収入を確保する必要性」の例は、以下のとおりです。

中核事業の特定時に検討することは・・・
ポイントポイントポイントポイント

□ 社会のために企業が継続しなければならい社会的必要性

・医療機関への医薬品の供給が停止してしまうか

・ライフライン関係者の基幹システムが停止してしまうか など

□ 経営維持・存続のための収入を確保する必要性

・売上のシェアがどれほどあるか

・主要な取引先から事業の継続が求められているか など

例えば、以下の 3 つの事業を実施している情報システム会社（以下、A 社）の場合、

開発事業
情報システムの開発・構築を実施している。過去にライフライン関係者の基幹システムの一

部を構築した実績がある。売上シェアは 40%。

保守管理

事業

ライフライン関係者の基幹システムの一部など、過去に構築した情報システムの管理・運用

を実施している。売上シェアは 50%。

研修事業 ソフトウェアに関する研修・セミナーを実施している。売上シェアは 10%。

社会的必要性や経営存続のための収入確保の必要性などを考えると、中核事業は保守管理事業となります。

【2】重要業務の把握

受注、部品在庫管理、出荷、支払、決済など、中核事業に関連する業務を把握します。この業務のこ

とを「重要業務」といいます。

● 重要業務の一つの例は、以下のとおりです。

重要業務の具体例は・・・
ポイントポイントポイントポイント

A 社の保守管理事業の場合、アフターサービス業務や請求業務などが重要業務となります。
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また、『中核事業やその他の事業をどのくらいのレベルで継続させるのか？（事業継続レ

ベル）』を決めておく必要があります。

【参考】BCP における地震災害と新型インフルエンザの相違

項目 地震災害 新型インフルエンザ

事業継続方針
○できる限り事業の継続、早期 復旧を図る ○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

被害の対象
○主として、施設･設備など、社会インフラへの影

響が大きい

○主として、人に対する被害が大きい

地理的な

影響範囲

○被害が地域的・局所的（代替施設での操業や取

引企業間の補完が可能）

○被害が全世界的である（代替施設での操業や取引企業間の補

完が困難）

被害の期間 ○過去事例などからある程度の影響想定が可能 ○長期化すると考えられるが、不確実性が高く影響予測が困難

災害発生と

被害制御

○主に兆候がなく突発する

○被害量は事後の制御不可能

○海外で発生した場合、国内発生までの間、準備が可能

○被害量は感染防止策により左右される

事業への影響
○事業を復旧すれば業績回復が期待できる ○集客施設などでは長期間利用客などが減少し、業績悪化が懸

念される

● 中核事業やその他の事業の継続レベルは、発生段階ごとに設定する必要があります。

【中核事業の特定及び事業継続レベルの設定の例】

発生段階 事業の分類 事業継続レベル

前段階（未発生期）～第一段階（海外発生期） すべての事業 通常

第二段階（国内発生早期）
中核事業 通常

その他の事業 縮小・休止

第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）
中核事業 縮小

その他の事業 原則休止

第四段階（小康期）
中核事業 通常

その他の事業 一部再開

中核事業の事業継続レベルの決定の方法は・・・
ポイントポイントポイントポイント

【3】ボトルネック資源の洗出し

重要業務の把握が終了したら、最後にその重要業務を継続するために必要な資源（人、物、金、情

報など）である「ボトルネック資源」を洗い出します。

● ボトルネック資源の一つの例は、以下のとおりです。

ボトルネック資源の具体例は・・・
ポイントポイントポイントポイント

A 社のアフターサービス業務の場合、ボトルネック資源として、アフターサービスを実施する専門要員（外注

を含む）や、交換部品の在庫品などがあります。

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」 （2009 年 2 月 17 日）を基に作成
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特定した中核事業が、新型インフルエンザにより『どの程度の影

響を受けるのか？』を評価します。そのためには、ボトルネック資

源が、どの程度の影響を受け、中核事業の継続にどの程度の支障を

来すのかを、可能な限り把握することが望まれます。

新型インフルエンザ発生時に、必要となる運転資金（従業員の給与、ビル

の賃借料など）を概算します。また、この段階で、自社内での資金の積立な

ど、運転資金を確保する対策についても考えておくことを推奨します。

２) 中核事業が受ける被害を評価する

３) 財務状況を分析する

● 感染拡大期などでは、多くの従業員が出勤困難となるため、ボトルネック資源のうち、

特に「人」の確保がとても難しくなります。一方で、地震などの自然災害とは違い、建

物、設備などの物的資源における被害はありません。

● また、自然災害とは異なり、ライフライン（電気、水道、ガス、通信など）は社会機能

維持者により必要最小限の機能は維持されるものと想定されています。

● さらに、流行は広域であるため、代替のサプライヤーの確保も困難となります。この点

については、関係者と感染拡大期などの対応についてよく協議しておきましょう。

● 加えて、新型インフルエンザは世界的規模での同時流行が予想されることから、国内だ

けでなく海外事業所での対策（海外事業の継続方針や、日本人従業員の帰国・滞留など）

も検討しておく必要があります。

どのような被害を想定すればよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

● 地震などの自然災害に被災した場合は、建物、設備などの復旧費用が発生するため、復

旧資金の把握が必要となります。しかし、新型インフルエンザの場合は、復旧費用は小

さく、企業の運転資金の把握がより重要となります。

● また、自然災害では、1 か月程度の操業停止を想定していますが、新型インフルエンザ

では、事業を休止、若しくは大幅な縮小をする期間が長期にわたります。そのため、長

期にわたり必要な運転資金を把握し、その資金を確保する対策を検討しておきましょ

う。

（例）最初の流行の大きな波に耐えられるよう、２か月の事業停止を想定した運転資金

を把握し、対策を考える

どのような資金が必要なのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

資源が受ける

影響は？

中核事業への

支障は？
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(４)BCP の準備、事前対策を検討する

中核事業が受ける被害を評価した上で、ボトルネック資源を新型インフルエンザ発生時

に確保するための代替策及び新型インフルエンザが中核事業に与える影響を小さくするた

めの事前対策を検討・実施します。

ボトルネック資源が、新型インフルエンザの発生により利用できなくなった場合に備え

て、事業継続に必要な要員を確保するための対策や、在庫品の積み増しなどを検討します。

１) 事業継続のための代替策を検討しておく

3-6～3-7

● 新型インフルエンザの場合、自然災害とは違い、建物、設備などの被害がないため、事

業継続のための対策として最も重要なのは、必要な要員の確保となります。

● この必要な要員の確保のためには、【1】複数班による交替勤務の実施、【2】在宅勤務

の実施、【3】クロストレーニングの実施などが有効な対策となります。

【1】 複数班による交替勤務の実施

従業員を複数の班に分けて交替勤務を行うことで、従業員の複数感染を避けることができま

す。

【2】 在宅勤務の実施

従業員が自宅のパソコンで業務を行うことで、人と接触する機会を減らすことができ、従業員へ

の感染を防止することができます。在宅勤務は、通信キャパシティーやセキュリティーの確保が

前提となります。

【3】 クロストレーニングの実施

一人の従業員がいくつかの業務をこなせるようクロストレーニングを実施することで、万が一重

要業務の遂行に必要な従業員が感染した場合でも、代わりの要員が手配できます。

● なお、発生段階ごとに欠勤率は変化しますが、約 40%の欠勤を想定した班構成を検討

するとよいでしょう。

● また、在庫品（部品、原材料など）の積み増しの方法としては、毎月の部品発注を必要

量よりも少し多めに行い、徐々に積み増していくなどがあります。

① 発症していない従業員をいくつかの班に分け、班ごとに勤務班と自宅待機班に分類して、一定

期間ごとに交替する。

② 就業している従業員（勤務班）の中から感染者が出た場合、自宅待機していた班が代替要員

として就業する。

交替勤務の例

優先的に実施すべき対策とは・・・
ポイントポイントポイントポイント



722

ボトルネック資源を確保するための代替策及びボトルネック資源を新型イ

ンフルエンザの影響から保護するための事前対策を準備・実施します。

２) 事前対策を検討・実施する

※発生段階ごとに推奨される企業の対応の例として、32 ページ「【参考５】企業への影響と推奨される

企業の行動」をご参照ください。

ポイントポイントポイントポイント

● 新型インフルエンザの発生時に、従業員を感染から守り、事業を継続するために、ソフ

ト面、ハード面での事前対策（ソフトウェア対策、ハードウェア対策）の実施が必要と

なります。

● こうした対策のうち、特に重要なものが感染防止のルール作りとなります。感染防止の

ルールについては、発生段階ごとにどのようなことを行うのかを検討・決定することで、

より有効なものとなります。

【発生段階ごとの感染防止のルールの例】

発生段階
前段階～

第一段階
第二段階 第三段階 第四段階

事
業
所
内
お
け
る
感
染
防
止
策

■感染防止策の強化

・手洗い徹底

・通勤方法の変更

・従業員間の接触を減らす

・外出や対面の会議を避ける

・来訪者管理の実施

■必要な備品の調達

■従業員の健康管理の強化

■必要な備蓄の再調達

● 取引先などとの連携が必要な場合は、あらかじめ取引先の生産計画や BCP を確認して

おくことも大切となります。

● また、感染防止策には専門的な知識も必要なため、医療機関や保健所、都道府県の産業

保健推進センターなどから助言を受けることも検討しましょう。

事前対策とはどのようなものがあるのか・・・

ソフトウェア対策

□ 感染防止のルール作り など

ハードウェア対策

□ 感染防止のための物品備蓄 など

感 染 状 況
に応じ、対

策を実施

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議「新型インフルエンザ対策ガイドライン
参考 1 新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）」（2009 年 2 月 17 日）を基に作成
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(５)BCP を策定する

最後に、『BCP をいつ、どのような体制で発動するのか？』について検討を行い、BCP

を文書化します。

新型インフルエンザが発生した時に、策定した BCP を有効に活用するために、『どのよ

うな場合に BCP を発動するのか？』を明確に決めておくことが大変重要となります。

実際に BCP を発動するに当たり、『どのような体制で対応す

るのか？』も明確に決めておく必要があります。緊急事態の発生

時には、全体のリーダーである経営者によるトップダウンの指揮

命令によって従業員を先導することが重要となります。

事業継続において必要となる情報を事前に整理し、BCP の文書化

を行います。なお、文書化に当たっては、指針の中の「BCP 様式類

（記入シート）」が活用できます。

３) 事業継続に関連する情報の整理と文書化をする

１) BCP発動基準を明確にする

２) BCP発動時の体制を明確にする

3-8～3-12

● 国などの公的機関による新型インフルエンザ発生の宣言を BCP の発動基準として、検

討することを推奨します。

（例 1）国が第二段階（国内発生早期）を宣言した時に、BCP を発動する

（例 2）国が第一段階（海外発生期）を宣言した時に、BCP を発動する

（海外事業所がある企業）

何を基準にしたらよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

● 経営者が感染した場合も考え、代理の意志決定者を複数決めておきましょう。

● また、産業医や保健所などとの連携を検討しておくこともお勧めします。

どんな体制がよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

いつ発動？どんな体制？
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BCPの運用3

(１)BCP 文化を定着させる

BCP を策定していても、従業員が BCP の内容を理解して

いなければ、緊急時において BCP が有効に機能しません。

策定した BCP の内容を従業員にきちん理解してもらうため

に、BCP に関する従業員への教育や定期的な訓練を行うこ

とが重要となります。

策定した BCP を、

従業員はきちんと理解していますか？

また、BCP を定期的に更新していますか？

3-13～3-14

● 新型インフルエンザに対応した BCP の教育・訓練としては、以下のものがあります。

● BCP 発動時の初動訓練を行っておくことで、新型インフルエンザ発生時に、速やかに

BCP 発動体制を立ち上げ、活動を開始することができます。

● 一人の従業員がいくつかの業務をこなせるようクロストレーニングを行っておくこと

で、感染による欠勤者が出た場合でも代替の要員を確保することができます。

● 実際に在宅勤務を試行してみることによって、システムトラブルや操作上の問題点など

が明らかになるため、実際の在宅勤務体制への移行がスムーズに実行できます。

具体的には、どのような教育や訓練を行えばよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

教育

◆従業員に自社の BCP を理解してもらう
・BCP に関する社内ディスカッション
・BCP に関する勉強会 など

◆新型インフルエンザに関する知識や発生時の対
応などを理解してもらう

・新型インフルエンザの基礎知識の勉強会
・感染防止策の周知徹底 など

訓練

◆発生時での各自の役割を認識してもらう
・BCP 発動時の初動訓練
・クロストレーニング（代替要員による実務の実施）
・在宅勤務の試行 など

◆発生時の対応を身につけてもらう
・感染者発生時の対応訓練
・来訪者管理の実働訓練 など
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(２)BCP の診断、維持・更新を行う

『いざ、BCP を発動したものの、整理されている情報が古くなっており、役に立たなか

った！』ということでは、せっかく BCP を策定していても意味がありません。

このような事態に陥らないためには、定期的に策定した BCP のチェック及び更新を行う

必要があります。

策定した BCP の実効性が保たれているのかをチェックし、見直すべき

点を洗い出します。本資料の 29 ページに「【参考 4】BCP 策定・運用

状況の自己診断」があります。BCP のチェックを行う際に、活用しまし

ょう。

●

BCP をチェックした結果、社内体制の変更や事業内容の変更などにより、「策定した BCP

に整理されている情報が最新の情報でなかった場合」や、「他に見直すべき点が見つかった

場合」は、企業の最新の状況などを反映したものに維持・更新していくことが重要となり

ます。

１) BCPのチェックを行う

２) BCPの維持・更新を行う

チェックリストチェックリスト

3-15～3-16

※ 新型インフルエンザに関する参考情報としては、33 ページ「【参考６】新型インフルエンザ対策関

連情報」をご参照ください。

● 新型インフルエンザに対応した BCP の場合、人員計画の策定状況、感染防止策の実施

状況などのチェックが重要となります。

どのようなチェックをすればよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

● 新型インフルエンザに関する情報（国の行動計画など）は今後更新されることが予想さ

れるため、国や都道府県などの情報をこまめにチェックし、最新の情報を適宜反映させ

ましょう。

どのような情報を更新すればよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント


