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はじめに

2020 年春・中国武漢で発症した COVID-19：新型コロナウイルスは、世界中

に、想像を超える拡大と被害を世界中に及ぼす状況です。さらに現在、我が国で

は、第 3波以降の感染対策に奔走中です。本書では、これに対し、製造業におけ

る BCP・BCM 対策を総棚卸し、泥臭いが実務的、かつ、有効な実践展開法を整

理して、紹介させていただくことにします。
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【注記】 この書は E-Book です。ページ数は少ないのですが、必要時に【映像】

などと記された箇所で、QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、大半は、 短時間

に有効な情報を得ることができます。読者の皆様には、是非、本書のご利用と共

に、さらに詳細で有効な改善を進めたい皆様には、さらに、OnDeCo のご利用

をお奨めします（映像と共に、詳細な文献等のご入手も可能です）。
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１．新型コロナショックの影響と、第２波以降への備え

（１）第１波コロナショックの整理

既に誰もがご承知のように、企業はトップの指示に従って従業員全体の活動

が進められます。新型コロナウイルス（以降、COVID-19 と略称）に対しても、

まず、経営トップが高い関心を持ち、従業員を始めとした関係者が徹底した影響

防止策を進める動機となるということから、この問題への切り込みを整理して

ゆくことにします。

図の左上は 2020 年 5 月末頃までの東京都における COVID-19 の陽性者（第

１波の影響）の

推移です。図の

右下に示したよ

うに、“三蜜”環

境だった方を中

心に大きな被害

が出ました。こ

のため、都はガ

イドラインを示

し、都民並びに

近隣の県の皆様

とも連携した対

策をガイドしま

した。その結果、

現在、イタリヤや米国に起き

たオーバーシュートという

幾何級数的に拡大する現象

を免れ、国際的に評価される

状況となりました。しかし、

上図の左下に示したように、

このウイルスはクラスター

の名を持つ集団・爆発感染特

性を持ち、一瞬で病院崩壊を

招きます。このため、特に、

厳重な注意が今も必要です。

既に、オリンピックの延期、

選抜高校野球の中止となり

COVID-19：第１波・経済への影響

特に、三蜜が関与する
産業に影響が大きい

COVID-19の影響と重要な対策視点

三密（密集、密閉、密接）
（2020年4月7日）の程度で
産業や各種営業が規制

2020年11月25日
新型コロナウイルス

全国の状況（GoToキャンペーン後）

第２波以降の

増加を懸念！

BCP対策の強化

新型コロナウイルスと産業への影響（例）
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専門化によると、新型コロナウイルスは人→人へ、
そうなると「三密対策」に努力：密集、蜜ペイ、密接の防止

オーバーシュート：
爆発的な感染増大～
医療崩壊の危機

個人宅で買う
食品や医療品
・・・・

旅行・遊園地
イベント・・・・
顧客が集まる
飲食店～
飲み屋・・・・
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2021 年の開催も危ぶまれる状況ですが、この例はその一例です。

COVID-19 は経済面で莫大な影響を出しつつあります。このため『コロナシ

ョック倒産』に対し、政府としても各種対策を急ぎ投入してきました。だが、遅

れも関係し、残念なことに、各種企業に経済面で大きな影響が止まりません。ま

た、現在示されている、COVID-19 に伴う日本の景気への影響は、前ページの下

の図に示したグラフの状況です。

2019 年度の各社の期末報告を例示すると、その影響は膨大な損金でした。リ

スクは顕在化した時、その大きさが判ります。ここで、仮に、部品遅れや不良発

生で自動車のライン停止 1 時間で 1,000 万円の支払いを題材に、3 週間の停止

した場合の損金を試

算すると、何と、32 億

円になります。この金

額は利益減です。利益

率 10％の場合 320 億

円という膨大な売上

高になります。そうな

ると、まず、経営トッ

プの皆様が先頭に立

ち、①従業員と関係者

の皆様が被災しない。

②させない対策と、③

万一の被災した場合、

オーバーシュートさせない（広げない）加えて、④第２波の影響を出来得る限り

減らすための、まず、予防策に注力すべきです。

（２）COVID-19 に対する経営トップの活動要件

次ページの上側の図に示したように、企業で一体になって COVID-19 対策を

進めるための第一番目の条件は、各社の経営トップによる『リーダーシップの発

揮』です。企業は、限られた資源（人、時間、資金や、協力会社や顧客対応を含

めた技術～各種の生産の要素など）の基で、統制を取った活動が求められます。

特に、今回、COVID-19 対策に求められる対策は、次ページの右上に示したよう

に、（1）必要部署や部門等への資金の投入、（2）有効な技術の投入と、（3）対策

分野に集中的に人と時間（工数）を投入となりますが、この３つの要件の決定権

は経営トップが握っています。そこで、COVID-19 の第２波対策に対し、①実行

成果が出すための BCP 策定（これは行動計画）、次に、②検討～計画された事

項の指示～遂行（これが BCM）、さらに、③BCMS の名で知られる①と②を実

COVID-19・製造業へのコスト影響
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No. 企業名 新型コロナの影響（報道などのまとめ）

１ A社：
家電

5,121億円減少（新型コロナによる需要減や工場稼働の停止など（7
兆4906億円の6.0％）

２ B社
音響・IT

営業利益5.5％減8,454億円、新型コロナウイルス感染拡大による減
益影響は682億円

３ C社
ロボット

売上高前年度対比20.0％・5,082億円の減、営業利益45.9％減
883億円：米中貿易摩擦を含む、2020年4～9月見込みでは、営業利
益61.4％・189億円（売上高は前年同期対比24.2％減）

４ D社・常用車 ‐850～950億円と赤字へ転落（COVID-19以外以外の問題を含む）

５ E社
乗用車

売上高3.8％減の3兆４302億円、営業利益は47％減の436億円
円高の影響に新型コロナによる販売の減

６ F社
常用車

売上高1.0％減29兆9299億円、営業利益1.0％減の2兆4428億円、
新型コロナによる影響は3800億円の減収と1600億円の減益
なお、2020年度は売上高19.8％減、営業利益は79.5％減の5000億
円という見通し

多くの企業が特に問題にしている事項は、テレワークで解決困難な新製品開発

段階のDR・DI対策（直接面談が必要な業務に支障が出る恐れを懸念！）

2019年度通期決算：2020年5月発表
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践レベルと良否判定（評価）が必要です。ここで、COVID-19 対策に対する BCP
対策を例示すると、この種のマニュアル整備や研修はともかく、ここで、特に重

要な点は、「JIT：

Just In Time」に代

表される、経営トッ

プから関係者に伝

えるタイムリーか

つ的確、ムダの無い

小刻み情報発信で

す。また、③活動を

円滑に行するため

には、単に、書類や

会議で指示した事

項をフォローする

方式だけでなく、重

点、かつ、早急に対

策が必要な課題に対し、しかるべき地位と権力を持つトップ自らの現地視察～

本音の討論などが求められます。この行為は、トップの意思と本気度を関係者に

深くご理解を願う対策のひとつですが、皆様ご存知のように、丸投げ管理や文書

指示で活動は、何事も計画通り進まないためです。

では、BCP について、内容を解説することにします。右下の図が BCP の概念

です。これが企業間で

重視された理由は、先

の2011の東日本大震災

（3・11）の地震津波対

策の時でした。図をご

覧になって判る通り、

左側から順に、まず、①

到来する前に十分な予

防、緊急時対策を用意

しておき、万一の被災

時に被害の極小化を図

る。②万一被害を受け

た時、初動時から、準備

してきた効果的な緊急時対策を発動して被害を受ける時間の縮小化を図る。③

被災後は、準備した復旧策を発動して復旧率を高める。④復旧後、新たな環境変

誰でも判る！新型コロナBCP対策に対し
経営トップに求められる運用

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

リスクを
直視！

対策手段
① 有効策へ資金の投入
② 有効策（技術の駆使

含む、早期探索）
③ 適任者（人）と時間の

集中投入

経営トップの責務

① 実行成果が出る
のBCP策定

BCP
全問題の
見える化～
具体策策定
＋５W1H～
活動計画明示

リーダーシップの発揮

② 小刻み情報発信：

演説・イベント研修より、
全体/個別に分け、
トップ自ら小刻み発信！

具体的な活動をフロー

③ 現地視察～
本音の討論

（重点分野
直接交流）

重要性の
理解と士気
高揚など

新型コロナBCP
対策ガイド
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操
業
度
（製
品
供
給
な
ど
）

事前 事後

目 標

許容限界

現状の予想

復活曲線

BC実施後の

復旧曲線

目標 許容限界 現状 時間軸

さらに注意～強化すべき
「三密（密集、密閉、密接）対策

③短期間で主要な事
業を復旧～再開へ

②重要な事業
活動の継続

④顧客の流出を防止

～新たな展開へ！

①影響の

極小化

従来のBCPにプラス
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化に対し、手を進め、企業発展につなげる！という手順ですが、3・11 では、BCP
取得企業が①～④に対して見事な成果を出しました。今回の対象は COVID-19
ですが、コンセプトは変わりません（自然災害時に三蜜現象などが問題になるこ

とを考えると、併合して対策内容を整備すべきです）。では、経営トップが従業

員を中心とした関係者を指揮して、全員参画の形で COVID-19・BCP 対策を進

める際に必要な事項を解説することにします。

先に解説したように、対象はともかく、BCP は計画の策定です。このため、

過去、企業によっては、

「BCP という問題対策

計画書が出来て、書類整

備と教育が終わると、後

は各種の事前準備～緊

急時対策は各人が各部

署で頑張り、的確に進め

てくれるはずである」と

する向きがありました。

しかし、この種の方式で、

緊急時に BCP が役立た

なかったという例が出

ました（3･11 時の福島

第一原発事故、大川小学校の悲劇などは、その代表例です）。このため、左図に

示したように、COVID-19 対策では、BCM を提示し、実践展開内容の明確化を

要求し、実施の良否を判定しておく処置が必要となり、BCMS までを要求事項

にしたのが、COVID-19・BCP・BCM・BCMS というマネジメントシステムで

す。このマネジメントシステムは P-D-C 輪の完成を意味します。言うまでもな

く、この管理と運用は、他のマネジメントシステム同様、経営トップの責務であ

り、P：D＝１になっているか？が経営活動の良否判定になります。

くどいようですが、ここで、次ページの図を用いて、経営トップが使うべきマ

ネジメントシステムの運用について、先の自然災害の BCP を例に、その運用法

に関する解説を加えることにします。次ページの図は自然災害対策時に発行し

た調書と BCP の運用です。今回の COVID-19・BCP 対策もそうですが、自然

災害対策同様、ウイルスも、突如、「目に見えない敵」という形で人が住む社会

を襲ってきます。その際、企業の歴史や業績～文化、関係者のやる気、過去の経

験や頭の良さは必要となるでしょう。だが、この種の要件がどのように良好であ

っても、襲来した時に被災する内容の大半は、「襲ってくる物理現象に対する対

「他山の石」解析から学ぶCOVID-19問題と対策

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

各人に役立つ、過酷事例を基にしてマニュアルづくり～検証へ
COVID-19の場合、被害が個人と仲間に及ぶため、決めたことを守る～自粛警察

の登場まで起きる。だが、徹底のため、COVID-19－BCP対策では以下を推奨

① マニュアルは個人で事前に読破して演習だけを行う。

② テーマは、事例＋αを提供する（事前にテーマを予告して、各人が準備）、

③ 職場毎にチーム編成して、職場特性に応じた防災対策の訓練や指導を行う。

BCP：Business Continuity Plan
災害対応マニュアルのこと。災害の予防～減災など総合的に企業が

早期、かつ、効果的に事業を復旧させるための方針・体制・手順を示した

「計画書・マニュアル」 重要だが、単なる書類整備

BCM：Business Continuity Management
BCPを訓練・啓蒙する活動（何のため、誰が、何をいつどのように

進めるか？実態と、その評価やレベルなどの判定が無いと、単なるイベント

BCMS：Business Continuity Management System
BCPとBCMの良否～自律的活動レベルなどの判定を行う（監査）
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策が的確か？否か？」によって左右されます。この意味から、図の右下に示した

ように、BCP の計画策定に当たって、真摯に正しい原理と事例（Did）などを分

析して策をつくる活動

が必須です（P-D-C-A
（反省しながら次の A
に進むマネジメントシ

ステムではありませ

ん）。なお、この件は、

再度、後で解説します

が、特に COVID-19・
BCP対策に当たっては、

医療やウイルス専門家

の知見と各種のシミュ

レーションを基にした

対策が必要です。この

ように、当然、COVID-19・BCP 対策は、烏合の衆的な検討の結果や、ある種の

専門家と称する偏った意見、企業トップという個人の過去の経験談で進めたり、、

膨大な書類の山を築いて「COVID-19・BCP 対策完了！」とすべきでは無い対

象です。

（３）企業経営トップが効率よく COVID-19 対策を進めるための要点

では、COVID-19・BCP 対策に当たって経営トップがチェックすべき、実務

的な項目の解説に移ります。図をご覧下さい。この項目は経営トップの立場で判

別すべき項目を列挙し

たものです。今回の対策

は、特に図中の橙色で塗

られた項目が重点にな

ります。そこで、以下、

具体的検討～対策に当

たって、経営トップが

COVID-19・BCP 対策を

進める上で重要な点と、

対策ツールを例示して

行くことにします。

図に示したように、こ

の項目は先の 3･11 東日

BCP対策で需要な要件

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

自然災害マネジメントに学ぶ

See

PlanDo

安全対策
を計画

被災を確実に

回避！

成功／失敗（被災）

事例を調査～
メカニズム解析

反省を
活かす？
はカット！

検証

Did

① 真摯に「事実を分析する」

② 科学的アプローチを駆使する。

③ 問題解決法の効果的利用

を全て棚卸して事にあたる。

好ましく無い、膨大なBCP
マニュアル作成～教育や

訓練！ だが、薄い効果！

COVID-19対策における経営トップに必要な視点と活動

【トップ経営視点１】 被害総額やメーカーへの影響は？

【トップ経営視点２】 津波被害が起きる可能性と頻度は？

【トップ経営視点３】 経営トップが知って部下教育すべき

「オーバーシュートはなぜ起きるか？」原理の理解～社内の実情の確認は？

【トップ経営視点４】 判定～準備すべき「各種リスクの回避策」の確認は？

【トップ経営視点５】 BCPの作成～実践レベルは？

【トップ経営視点６】 BCP利用不備の被災の内容をどう見るか？

【トップ経営視点７】 文書や企業PRだけにBCPを使ってないか？

【トップ経営視点８】 ハザードMAPがあるか？利用責任者は？

【トップ経営視点９】 関連企業のBCP対策不備は？実態調査は？

【トップ経営視点１０】 COVID-19対策ニュービジネスは？

3・11：東日本大震災に学ぶ、経営トップ自らの

責務と、活動（関係者に指揮、指導する活動が必要

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

君たちに

任せたと、

丸投げは

禁止！

企業では
トップ自らの
熱心な活動が
無いと、部下は
知識強化だけ

では？
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本大震災時に多くの企業の皆様と自然災害対策に当たり、経営トップが知って、

リーダーシップを発揮していただきたい事項を【トップ経営視点】という項目で

した。そこで、そのままを今回の COVID-19・BCP 対策に置き換えました。で

は、今回、橙色で示した重要事項の中から視点５の BCP の作成～実施レベルの

解説を紹介させていただくことにします。

下図の中央が COVID-19 対策用 BCP ガイドです。これは、政府が先のイン

フルエンザ対策時に作成、また、今回、COVID-19 のオーバーシュート防止には

間に合わないため、「特性が似ているという事で早急に適用すべき」というガイ

ドしたものです（これ

は、誰でも Web で入

手可能です）。経営ト

ップの皆様にお願い

したいことは、この種

の BCP マニュアルは

それほど厚い書類で

無いので、一応は個人

でお読みになられ、社

内の BCP マニュアル

の内容のチェックを

お願いします。中身は

大半が挿絵です。子供

にも解る程度にくだいた内容になっているので、社内ではそのまま使える形態

であることが判ります。さらに、最近、今回の COVID-19 対策に対して右端の

BCP が出ましたので、紹介させていただきました。東京都が提供するガイドラ

インには、三蜜対策を中心に手洗いなどに挿絵があり、トイレの入り口に注意書

きとして題材にする利用法があります。子供が見て判り、守れる見える化の整備

を指示～チェックした内容は、安全対策におけるケガ防止の見える化対策と同

じです。では、BCP 運用の問題の例として、先に紹介した大川小学校の悲劇に

おける BCP マニュルの運用の問題を例示することにします。

筆者が自然災害対策を進めていた時、多くの場で「BCP マニュアルの策定研

修会」にという催しに出会いました。しかし、どのように立派なマニュアルであ

っても、実用が無ければ、悲劇きます。事実、3･11 の時、大川小学校は、釜石

の奇跡に対比する形で、極めて残念な事例を残しました。釜石の場合、小中学生

が津波時の避難訓練を繰り返してきました。ご承知のように三陸の地はリアス

式海岸です。従って、予想以上の津波が来る恐れがありました。事実、釜石では、

小中学生が決められた避難場所まで逃げたのですが、海を見ると「習った津波よ

自然災害対策BCPからCOVID-19BCP対策へ

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

筆者の著書

E-Bookはこの
サイトから
ご入手可能！

無料E-Book

上記BCP対策は
ご入手可能！

２００９年平成21年に出された

インフルエンザBCP対策

上記BCP対策は
ご入手可能！

東京都COVID-19
対策ガイドライン
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り大きい」と避難した中学生の皆様が感じ、大人を含む全員をより高台に誘導し、

被災者ゼロでした。これに対し、上の図の大川小学校のケースは、学校には避難

マニュアルがあり、津波から 50 分もの時間がありました。だが、この間、校庭

に集められた小学生達が「早くいつも山菜採りなどに行く裏山へ逃げようよ！」

と叫ぶ中で、親御さんが

子供を連れにくる対応

のためか？運動場に整

列させて待ってました。

やがて、津波到来という

直前になりました。その

時、あろうことか、学校

より低地の三角地帯に

移動を開始した結果、残

念なことに津波に被災、

74 名もの尊い命が奪わ

れました。親御さんの中

には、「現地に向かった

時、まだ、体が温かったという状態だった」悔しさを語り、極めて残念な被災と

なりました。その後、この事件は裁判となり、学校側は敗訴しましたが、これは

自然災害対策用 BCP に対し、『管理責任が問われた』事例です。

大川小学校の悲劇のように、仮に、COVID-19 用 BCP がおかざりは状態で

は、右図の左上に記載したように、B:バカげた、C：行動、COVID-19 から P:ペ
ナルティというそし

りの対象となりま

す。要は、書類整備か

ら社内で共有=単に

知っているだけでは

無意味です。BCP は

訓練して出来る化、

さらに、実践の場で、

下図の右上にある

COVID-19 に被ばく

しない、させないと

いう実効まで持ち込

む対策を、企業では、

経営トップが先頭に

大川小学校の悲劇
避難に50分という余裕、また、『釜石の奇跡』に見るように、同地区でほとんどの小学校が避難訓練

を生かして被災を免れたが（104名の内、家族が連れて行って避難して生き残った生徒を除き）校庭に
集合、避難指示を待つ78名のたった4名だけが生き残った。その間の経緯は以下に示した状況だった。

①午前２：４５
校内放送機器が使用不能
になったため、教務主任教諭

が全員、校庭に集合を指示
整列、保護者には迎えを

する方がいた。

② 午前３：２５頃
避難する方の中に老人がいる
ため、２つの候補地のいづれに

するか議論、やがて学校側は
生徒を連れ三角地帯に非難を

決めて6年生を先頭に移動を
開始した（海川）。

③ 午前３：３７
先頭の生徒が黒い塊に

なって襲ってくる津波を目撃

学校側にも津波、この時、
教務主任教諭が「山だ！」

と指示した。

④ その後
山まで津波が応酬、何とか

物につかまり逃げた児童や

ヘルメットが浮き子になり、

流される児童の内、助かる

者がいた。

大川小学校の避難状況

海岸線

住居地

津波 津波

避難を

指示した

三角地帯

高台
学

校

学校の裏：山地

逃げた経路集まって

指示を待った
運動場（校庭）

【NHK】報道特集にあった内容

① 生き残った1人に父子がいました（母は津波被災で死亡）。その方の状況をテレビで伝えたが、親子の関連がちぐはぐ

だが、何とか交流を持ち生活している様子を伝えた。

② 震災の後、生き残り家族と、死災者の家族に溝が発生した。相互の交流は絶たれ、生き残った家族の方が、「何か悪

いことをしたような感です。生き残った子供を持つことが申し訳ない」と語っていた。

③ 相互に集まり、今後を討論、結局は再発時に訓練の大切さを伝えることが残存者の使命！と考え、話し合う場で番組

は終了していた。また、死亡した児童を持つ親族が学校と自治体の管理のあり方に対し訴訟を起こす行動をとりつつ

ある状況が報道された。

以上のような悲劇の要点は、正に、訓練不備が死を招き、他の学校と大きな差が出た内容を伝える内容だった。

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

新型コロナBCP対策、その「製造業での展開実務」
過去、BCP対策が進まない企業の行動

物理現象だけに、感覚的・ムード的な人的活動
の例を、BCPでは、B:バカげた、 C、：行動、
COVID-19から P：ペナルティ！と言う！
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１，知っているか？ → 化（使う準備）

知って行わざるは知らざると同じ！

２，できる化 → 設問を出された時、有効解？

研修やBCPマニュアルは ここまでのお手伝い！

２，やっている化 →実践と成果？

学びて行わざるは、知らざるに劣る！

企業内に ① 入れない！
② 起こさない。③ 広げない！
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立って進めるべきです。

（３）企業経営トップが効率よく COVID-19 対策を進めるためのツール

① COVID-19 対策用ハザード MAP
COVID-19 対策は『目に見えない敵』との闘いです。ところが、一般に、経営

トップの皆様は多忙

です。そのようなお仕

事の環境下で、個々に

問題が起きた時に対

処する対策では、正に

死亡診断書的な対策

となります。時に、

COVID-19 は、オーバ

ーシュートを招く危

険をはらみます。この

条件の下で、経営トッ

プの皆様がリスクを

管理し、予知・予防す

る対策の際、余り手間をかけない対策が必要になるはずです。そこで、この対策

に効果的に使う武器のひとつとして『COVID-19 対策ハザード MAP』を、問題

の見える化対策手法として、紹介させていただくことにします。上図がその事例

です。詳細はともかく、このような図を使い、御社でハザード部を明確化して、

リスク評価と認知共に、リスクを下げる対策を的確に進めると、トップ指導によ

る COVID-19 リスク対策は容易かつ、明快に進むはずです。

言うまでもなく COVID-19 に対する具体的なリスク項目は次図で示す内容で

す。工場経営上、また、「新しい生活様式に求められる COVID-19 対策の対象」

の中で、求められる対策の全体のひとつは、「ハード面＋環境面の防止策」です。

図を詳しくご覧いただくと判る通り、例えば工場や事務室、顧客訪問時のコンタ

クトの際の自動検温やパーテーションの設置～三蜜防止のために行うテレワー

クや時差出勤、さらには、ソーシャル・ディスタンス確保のためのレイアウト上

の 環境整備などは、各種の見える化指示（表示）などと共に会社側の対策とな

ります。

図の右側は自衛という形で従業員側が対処すべき項目です。COVID-19 対策

に当たっては、企業で、従業員教育や指導などを行うはずです。この際、経営ト

ップとして嫌がられても、口を酸っぱくして言い続けなければならないでしょ

う。その理由は、繰り返すまでもなく、COVID-19 にかかった方が一人でも発生

COVID－19対応ハザードMAP

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

リスク評価：P×S
P:発生可能性、S:重大性
各5段階評価

来客対応
リスク＝P：4×S：５

トイレ清掃
リスク＝P：4×S：５

着替え・食堂
リスク＝P：3×S：4

職場ミーティング
リスク＝P：3×S：4

顧客対応

社
外

接待・通勤
リスク＝P：4×S：５
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したら、また、①たとえ、ご自身が陰性のままであっても、その方が仲間や家族

に COVID-19 を広げるためです。また、②ご本人が陽性になった場合、長期の

入院で、治療時に大変な思いをしなければならないことになります。さらに、③

生産上、多大な被

害が及び、仲間と

お客様に多大な迷

惑をかける！・・」

という問題にも波

及します。そうな

ると、この種の注

意は、経営トップ

の方が、直接、ま

たは、間接的に、

繰り返して従業員

に伝えるべきです。

その例として、例

えば、仮に手洗い

励行やマスク着用の場合などの場合、従業員のお一人が、「ついうっかり」とい

う理由、また、「近隣でも何も起きていないので、つい、・・」として、手抜きを

許すと、企業内にこの種の言い訳が蔓延します。加えて、この図には、あえて右

下に個人生活、ご家族への注意を記載しましたが、COVID-19 対策は、ここにも

大きく関与します。言うまでもなく、例えば、家族のだれかが、断れずにイベン

トに参加したといった場合、たった 1 名・1 回でも COVID-19 に感染した方が

スーパースプレッダーという名称を持つとんでもない拡散者となり、それがた

めにオーバーシュートに至る危険が生じるためです。

② リスク評価（判定）

次に、リスク評価を具体的にどのように行うか？という技術的の解説に移る

ことにします。リスク評価は、特に、アポロ計画の時に重要となり、解析手法が

開発されたことで産業界では、既に知られた有名な手法のひとつです。この開発

経過を簡単に紹介すると、当時、NASA で意思決定の効率化の研究の必要性か

ら、開発に対し、ケプナー氏とトレゴー氏が当たりました、この時、両者の名称

を取り、KT 法と名づけられましたが、今回紹介させていただくリスク対策手法

PPA は、その 4 種の中のひとつです。また、具体的なリスク解析手順は下の図

の右上です。では、PPA を用いたリスク解説手順を解説することにします。図

の左側をご覧下さい。リスクは顕在化するとその影響が顕在化します。リスクと

新しい生活様式に求められるCOVID-19・BCP対策の対象

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

ソフト面：従業員が守る事項

① マスク着用

② 手洗い徹底

③ 機材などの

定期アルコール消毒

④ 部屋などの定期的な換気

⑤ スペースガードの確認

⑥ ソーシャルディスタンス確保等

⑦ 改善提案への積極参加

相互信頼から防ぎたい

自粛警察

自衛と

声かけ

JIT・見える化

指示が有効

ハード面＋環境面の防止策

① 検温器設置

② テレワーク

③ 時差出勤・交代勤務

④ パーテーション～COVID-19
対応職場レイアウト

⑤ 空調・空気室内の空気回転

適正化～自動換気など

⑥ 自動検温・監視カメラ

⑦ 欠勤者発生時の連絡～

多能化・緊急対応システム

⑧ ミーティングや会議規定

⑨ 外来者への順守お願い表示

⑩ COVID-19BCPマニュアル

教育～ルール表示、など

【個人生活】

１．無理して出社の禁止

２．暴飲・暴食・・・

寝不足・・不健康生活

３．イベント・・カラオケなど

濃密接触環境への個人参加や

おつきあい



11

顕在化した問題の関係はハインリッヒの原則で示されてきました。ハインリッ

ヒの原則は保険会社のハインリッヒ氏が事故調査を基に確立させた原則です。

この法則では、問題と

なる程ではない 300 の

不安要因の上に 30 件

のヒヤット（インシデ

ント）と称するリスク

が発生すると考えます。

さらに、そのヒヤット

30 件の中の 1 件が重大

事故として顕在化しま

す。今回、社内でコロナ

ウイルスの発生（顕在

化）は何としても防が

なければなりません。

この時、リスク評価は先の P.10 などで紹介した個々の項目に対し、リスク＝P
（発生確率）×S（事が起きた時の重大性）に分け、それぞれ、図の左下に記載

した 5 段階の評価をします。この解析は右上の表の左側から右へ、さらに、下に

向かって進めます。では、COVID-19 の図中の各リスク項目に対して解析例を

例示すことにします。

下の表は、「コロナショック問題リスク回避～軽減策の事前検討」とし、「3 ヶ

月間後の生産～販売への影響への０％（以下）に抑える」という目標とテーマを

定めて解析した例で

す。まず、表の左端の

欄に重大リスクを記

載します。この例で

は、1 番目にコロナ

ショックに伴う売上

高の減少を挙げまし

たが、この右側に、そ

の想定原因を「考え

得る要因」を挙げま

す。例として、ここで

は、「海外で問題が起

き、工場閉鎖や物流

の寸断で届かない」といった項目を例示しました。次は、その右側の P×S 欄で、

リスク発生防止・PPA対策の進め方（Potential Problem Analysis)

PPAの記入様式の例

予防策と評価 緊急時策と評価
Act.

SP考え得る
原因

リスク

の項目

テーマ：○○迄に◇◇製品の売上○○％増強する

対策を検討・記載する

E:実施の容易性と
F:実施の効果を書く

P:問題発生の可能性の

低下状況を評価する

S:重大性の低下をの状況

を評価する

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）

５：必ず起きる ５：致命的

４：極めて高い ４：影響重大

３：可能性あり ３：影響はある

２：低い可能性 ２：少ない

１：起きない １：ない

リスク
多少の不安
だが、問題ない

30件の１件が

顕在化する

ハインリッヒの法則

COVID-19リスクも他の
経営リスクと共に挙げ、
対策して行くことが重要！

コロナショック問題リスク回避～軽減策の事前検討
テーマ： 3ヶ月間後の生産～販売への影響への0％（以下）に抑える

リスク

の項目

考え得る

原因

P S 予防策と評価 緊急時策と評価 Act.

対策内容 評価 対策項目 評価

１，コロナ

ショックによ

る大幅な販

売低下と生

産できない
現象が発生

・海外部品の調
達が困難

・不況に伴う市
場規模低下

・物流システム
障害が多大

４
か
な
り
高
い

4．5
極

め

て
重
大

高収益品に

しぼり営業

対策～近隣

に部品生産
を集約。

F:５
実現
性大

E：４
影響
回避

生産縮小と同

時に、政府の

補助金対策へ
の対策を準備

F：４
実現可
能

E：４
B社の

影響無

S部長

が判

断、緊
急

対策

発動

２，重要箇所

にウイルス

感染者が発

生し、販売や
生産に支障

・近隣企業と連

携して、人材の
移動で対処

・多能化対策で
重要設備のみ
を稼働

５

回

避

不
可

５

全

く

新
規

・近隣企業・

工業団地で
対策案策定

・変更可能な
早い時点
で対処する。

F：５
E：５

同上

・コロナ対策で

繁忙中の他企

業への人材を
一時的に派遣

同上 同上

３，新製品

に切り替え

・ウイルス対策

期に有効な製
品の投入

同
上

同
上

・早期製品
実現～PR

同上 旧製品を値下
げ販売

同上 同上

４，・・・・・

当初からリスクP：2×S:2を維持可能へ
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評点（リスク要因の大きさ）を記入します。この評価を全項目に対し行った後、

重大リスクを持つ課題に対して、表の右の欄に、まず、予防策を記入します。例

えば火事の対策の場合、火元を無くしたり、スプリンクラーを設置したりという

対策が予防策となります。しかし、この種の予防策をしていたが火事が起こった

場合、緊急時対策が必要になります。小火の段階で消火器を使う、火に水で濡ら

した毛布をかけ、火に対する酸素の供給を絶つ、・・といった対策になるはずで

す。このように、COVID-19 対策にあたっても、この種の予防策と緊急時策を準

備しておき、問題の発生、並びに、火事時の対応のように、緊急時策の発動をし

ます。これが、COVID-19 対策に対する「備えあれば憂いなし」となります。前

ページの表は、このような対策を COVID-19 に対して進めたものです。さらに、

このようなリスク解析の後、列挙した予防策と緊急時対策がリスクをどの程度

さげることが出来得るかを評価します。前ページの表の下に、その記載例を示し

ましたが、「当初、高かったリスクが、記載した予防策と緊急時対策で P：2×S:2
となっていますが、これは、効果と実現性が高い予防×緊急時対策を見つけ出し

た状況を示した例です（なお、COVID-19 のリスク対策を行う際、多くの関係者

と共に、前ページの表を作成して行うと膨大な紙面が必要になります。このため、

P.20 では、カードを使って行う方式を紹介します）。以上、ここでは、経営者が

管理する重大リスクの検討と対策をワンペーパーで行う PPA の解析を紹介しま

した。

リスク対策には「絵に描いた餅に留めるな！」という注意と、「リンゲルマン

対策への注意」が必

要です。そこで、左の

示した図と共に、経

営トップの方が注意

すべき事項を紹介す

ることにします。

単に、多数のリス

ク対策内容を従業員

に示すだけで円滑な

活動は期待できませ

ん。経営トップの皆

様がまず注意すべき

事項に、2:6:2 の原則

があるためです。これは、ある方針を出し組織が活動する場合、2 割は意欲的だ

が、6 割は傍観的なままで活動しない。残りの 2 割は抵抗勢力として活動すると

いった傾向です。この対策には、抵抗勢力の 2割に注力する前に、意欲的な 2 割

製造業において、COVID-19問題に対し、

一人ひとりが自律的に正しい活動を取る要件

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

リンゲルマン効果の存在

リンゲルマン効果は，約100年前，ドイツの心理学者リンゲルマンが
発表した内容、『社会的手抜き効果』の名で世界に広がった法則

個人←（何が違ってくるか？） → 集団

実験によると、1人で引っ張った場合を１００とすると、２人では期待値の９３％、３人では
８５％、８人になると４９％と、人数が増えると力が増すと思われがちな綱引きで、責任感の
拡散という現象と共に力の発揮度合いが低下する結果となった。

失敗学で有名な東京大学・畑村洋太郎・東大教授「失敗学の法則」（文芸春秋より）
組織の中には「悪いとされていることを平然とする人種が３％いる」逆に

「何が何でも不正は絶対にできない」という頑固な良識人が３％いる。
おおかたは善意で動くが「ほどほどの悪いことをする人種が９４％」という調査結果
９４％の例として「車は来ないし、誰も見ていないから・・」と、赤信号を渡る例がある。

禁止しても、イベント・カラオケ・接待飲食やバーなどへ行くクラスター関係者！

一般的な集団管理では2：6：2の原則で集団が動く傾向が強い。
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を誉めて育てる策が有効とされ推奨されてきました。

次の「3％の理論」は、例えば。交通規則のように、「横断歩道で赤信号は渡る

ことが禁止！」という注意です。これは、規制を定めても、「事故に遭わなけれ

ば問題無い！」ということで渡る違反者が集団の中に 3％いるという事象です。

さらに、次の『リンゲルマン効果』にも工場管理者の皆様は注意が必要です。こ

の原理は、「皆で行う仕事では綱引きの場合、人が多いほど、人に頼り、手抜き

現象が出て集団の力という形にならない」という現象が起きます。COVID-19・
リスク対策は「実行無ければ、成果なし！」という世界ですが、性善説だけに頼

った管理や、対策は限界を持ちます。そこで、工場トップの皆様は、時に、この

種の現象に対し、ペナルティ制度などの適用を準備する必要が生じます。

③ 小刻み情報の発信対策

先に、P.4 の図中の下部・中央で「小刻み情報の発信対策」の紹介をしました

が、この対策が、2:6:2 の原則、3％の違反者防止やリンゲルマン効果の対策に有

効なことがあるため、以下、その要点を紹介させていただくことにします。

人には、①忘れる、②問題を感じないと重要な行為をスキップする（近道行

動）。③ゆとりが無い状態では、重要と考えていない行動をしないという意図的

な手抜き行動をとる

例があります。そこ

で、COVID-19 対策

に当たっては、（1）注
意を繰り返す。（2）忘
れていけない情報は

適宜伝える。（3）見え

る化とアナウンスな

どで JIT 的に必要時

に必要な情報を与え

て、正しい行動へ導

く対策を進めること

が重要です。人は大

脳の命令に従って活

動します。そこで上の図に示したように、管理者側が、情報面で正しい情報の伝

え方を進めていただくように、「小刻み情報の発信」が必要です。さらに、それ

を他の理論で紹介すると、次ページの図の右下の図の『ジョハリの窓理論』の応

用となります。この理論の場合、効果的な上表提供に対し、図の右側にはアメー

バーの行動様式を示しましたが、「情報とは人が行動を起こすための資源である」

COVID-19・BCP対策情報の伝え方

３つのポイント

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

１．正しい理解の伝え方

① 何が起き、何が問題か？ What？
② どのような影響になるか？ Why？
③ 何に、どれが有効策か？ How to？

新型コロナの場合：

① 地元で何が起きているか？
② ｸﾗｽﾀｰが広がった理由と仮定？
③ 参加しない、マスクと手洗い！

緊急かつ重要
な情報を伝える

復唱願い
確認する

意思決定は情報をスムーズに加工する工場です

必要なら事実を

確かめる

ムダな情報

必要なものを

ウェートづけして
絞り込む

気になるが、今は必
要でない情報も除外
する

情報伝達の基本はJIT（必要な時、必要なだけ提供する）

活動内容を
フォローする

任せる
～成果
を得る

若い方は新型コロナは無感染

誤った情報
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と考えます。同時に、嫌

な内容は嫌い、エサを得

る努力と得た喜びが多

い方に活動して行くと

いう自然則があります。

そこで、経営トップの皆

様に、この特性を利用し

て、「ダメ出し方式で、

COVID-19 上の注意事

項を統制するより、職場

毎 に 課 題 を 与 え 、

COVID-19 対策を、各人

が積極果敢に対策する

例を、誉めて育てる方式」方式をお奨めします。

【映像】

新型コロナ BCP 対策「製造業で展開する際の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=2LB8yg1kOjA

２．COVID-19 が示す感染メカニズムと防止策の整理

（１）COVID-19 が持つ物理現象と感染の怖さ

この書をまとめている段階でも、COVID-19 は、日々のテレビ報道で紹介さ

れるように、膨大な被害を世界に及ぼし、皆、予防接種が出来るのを心待ちにし

ています。だが、待つしかありません。COVID-19 は、基本的に人：人の感染で

あり、重点対策は、①三蜜防止、②手洗いの徹底、③マスクの着用（2m 離れた

野外では外しても可能という政府のガイド）です。だが、With コロナの注意が

促すように、蔓延メカニズムが明確になってきました。では、このような内容と

対策を含め、「COVID-19 がなぜ脅威なのか？また、どのような特性を持って拡

散するのか？」について、医療や感染防止の専門家達が報じてこられた内容を紹

介して行くことにします。

まず、次ページの上部の図の右上ですが、これは、１つのウイルスが倍々ゲー

ムの形で増殖する現象を示したものです。他の細菌など同様、COVID-19 もこ

の形態で増えますが、これが、オーバーシュートの場合、短時間に陽性者が膨大
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化します。COVID-19 では、この現象による医療崩壊を防ぐため、2020 年 4 月

の緊急事態宣言が

出される時、統計

学者による解析が

紹介されました。

皆様も記憶に残る

「80％以上の接触

率低減措置」です。

この対策は海外の

ようなロックダウ

ンという完全 Stay 
Home でしたが、日

本では、「買い物な

どの不要不急で無

い行動は許す」と

いう方式でした。この規制は罰則無しで行われましたが、全国民の絶大なまでの

ご努力で、オーバーシュートの山を低く抑え、医療崩壊も寸前で止めることが出

来ました。だが、三蜜対策に悩む産業やサービス産業では、今もオーバーシュー

トの危険が残る状況です。また、この状況は、今後も企業で参考にし、注意すべ

き事項のひとつです。

次に、左下の図を用いて、「COVID-19 に被ばくすると、どのような経過をた

どるか？」という解説に移ることにします。医療専門は、状況を左下の図のよう

に紹介してきました。読者の皆様は、既に、各種報道などと共に、耳にタコが出

来るほど見聞されて

こられていきたと思

います。だが、再度、

重要なチェックポイ

ントを見直す意味で、

以下、際の、その要点

を紹介して行くこと

にします。

まず、COVID-19 に

感染すると、症状が出

る場合までに３～４

日かかるそうです。そ

の状態で PCR 検査で

専門家に学ぶCOVID-19の特徴

ウイルス増殖の

メカニズム ：２ｎ

・・・・

① SIRモデル：数学者・タマキ氏の解析（80％行動制限効果を検証）

S:Suspepitable
未感染者

I：infected
感染者

R：Recovered
免疫獲得者

R0:基本再生産数（感染者一人当たり

が生み出す第二次感染者数）

Re＝（１－P) R0：実行再生産数

（現時点で実際に存在する感染者数。
なお、一度感染した方は免疫を取得して

安全、または、感染で死亡者となる）

P：行動制限の割合（0.8と仮定）数学者:タマキ氏
解説～ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｻｲﾄ

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

北海道大学の
西浦博教授による

オーバーシュート
対策・数理

モデル

【企業だけでなく、地域が関与】
国の専門委員会による接触率

80％以下をガイド～緊急事態宣言
（令和2年6月4日）の発令と共に、
Stay Homeが実施され、その後
の成果に至った（芸能人の死去
の報道も大きく関与した）。

COVID-19・BCP
対策に大きく関与

人口呼吸管理
（ECMOなど）

80％
20％ 5％

発症 1週間前後 10日前後

軽症のまま治療
肺炎状況が増加し、入院

集中治療室へ

2～3％が致命的

かぜ症状（発熱）・味覚障害等
けだるさ等 呼吸困難、咳・痰

発症～1週間程度
1週間～⒑日 10日以降

新型コロナウイルス
感染者がたどる典型的な経過

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

発症の兆しないが
PCR検査では陽性者

基礎疾患者や喫煙者
の中に急変が多い

病院関係者の
専門的な解説

サイト

回復者
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感染が判ると、陽性患者は感染防止のため隔離されます。当初、日本では医療崩

壊を防ぐため、37.4℃以上の方だけ、また、感染理由がある程度明確な方だけが

各地の保健所に連絡し、許可された方だけが PCR 検査を受けるという状況でし

た。このような時、残念ながら、クルーズ船に関係する方が立ち寄った地で感染

爆発（オーバーシュート）が起きました。さらに、その接触者がイベントに参加

し、クラスター感性者の増大が続きました。さらに、この時点で、海外からの帰

国者からの感染者が加わりました。このため、陽性者が多い国の渡航は禁止とな

りました。また、帰国者は総て、症状が無い方であっても、病院や、COVID-19
対策に協力するホテルなどに 2 週間以上滞在するという処置がとられました。

これが、前ページの図に示した陽性者と、その危険を持つ方に対する隔離です。

この管理下に入った方達は、陰性を確認するまで退院できないという処置がと

られました。今回の COVID-19 は、高齢者や糖尿病など疾患を持つ方が、急激

な肺炎となり、呼吸困難に陥るという特徴があります。しかも、短時間で、この

状況が悪化し、人口呼吸器で回復しない場合は死に至ります。特に、院内感染や

老人ホームでクラスターが起きると悲惨な状態に陥ります。このような経過の

中で、真に残念でしたが、芸能界の志村けんさんと岡江邦子さんの死去という衝

撃的な事件がありました。この時、筆者達も改めて知りましたが、COVID-19 で

は、病気が進んでもご家族の皆様がお見舞いに行けない。そればかりか、臨終の

際の立ち合いや葬儀へも参加できない状態で火葬となる処置を知りました。ご

遺族は遺骨を受け取るだけという、実に信じ難い状況が報道されました。ところ

が、逆に、COVID-19 に感染しても症状が出ない方、また、このような方の中か

らスーパースプレッダーが発生するという報道があります。この種の報道を見

聞し、筆者を含め、誰もが、「なんとやっかいな、また『見えない敵との闘い』

を強いられる時代にはいった！」と、COVID-19 の怖さを再意識します。なお、

SNS など、素人の発言だけでなく、報道の総てが正しく COVID-19 の物理作用

を伝えているか？について、我々は注意すべきです。例えば、「20 歳以下の若者

は感染しても障害がない」という一部の解説を受けた若者が、イベントに参加し

た結果オーバーシュートを起こしているからです。なお、その方とどのような濃

厚接触があったのかが不明ですが、死ぬような思いをしたという例が TV など

で報じられました。困ったことに、この種の誤った情報で行動する若者は今も多

い状況です。このような事例から、我々は、「COVID-19 被災防止に当たっては、

素人判断や、信頼の薄い箇所から得た情報を基に、各種の行動を進めてゆくこと

は危険極まりない行為である！」と、考え、心すべきです。

（２）COVID-19 感染防止対策

専門医にお聞きすると、「COVID-19 対策はインフルエンザと異なり、空気感
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染はしない」とのことでした。だが、感染メカニズムは共通していています。ま

た、数度の繰り返しで恐

縮ですが、対策の要点は

左側の図に示した専門

家によるガイドの通り

です。要点は、①三蜜対

策、②人と接触する場で

はマスクの装着、③手洗

い励行ですが、まず、三

蜜とマスク対策につい

て解説することにしま

す。COVID-19 は、基本

的には、人:人の感染な

ので、物理現象として、

危険な要素を熟知して対策すれば感染しない」ということです。このため、まず、

三蜜対策に当たっては、右下の図で示すように、感染者が持つ、口中の粘液の中

にいる COVID-19 の飛散防止処置が必要です。具体的な内容は、対話や大声を

出す環境で人が飛ばす

飛沫防止対策です。

COVID-19 にはインフ

ルエンザが特徴とする

空気感染はないそうで

す。これは、部屋などに

いれば、どこからか飛来

し感染するという物理

現象が無いことを意味

します。だが、エアコン

などでウイルスの周り

を囲む水分が残ったも

のが、図の原理で飛来す

る場合、話は異なります。ある意味で、目前で話しをして時に飛沫を受ける現象

と同じ状況になるからです。この場合、ソーシャル・ディスタンスは 2m として

も、防げません。多くの企業では、オフィスなどは仕切り版を設置して、人：人

の近接を避ける対策を進めています。しかし、この対策で、この問題は防げない

環境の場合、十分な換気対策を加えるべきです。

近くに人：人が対面して対話する場合、フェースガードの装着がガイドされて

オーバーシュート回避対策へ向けた活動

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

三蜜（密集、密閉、密接）対策
の個人面で徹底すべき防止策

日本全国民へ向けた対策

２００９年
平成21年に

出された

インフル

エンザ

BCP対策

注意点は科学的
調査等に検証された
専門知識の活用

です！

新コロナウイルス対策も酷似！

企業側＝BCP対策の充実

新型コロナ飛散対策

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

長崎大学・病院が
解説する新型コロナ
対策内容

東京都COVID-19
対策ガイドライン

① 専門家が示してきた咳などによる
新型コロナの飛散（形態）と影響

他の空気感染

新型コロナと
インフルエンザ インフルエンザウイルス

？新型コロナウイルス

ここを防ぐ

必要は無い

飛沫核飛沫

② 事務所とパーテーション
新型コロナ
ウイルス対・
仕切り板の効果
シミュレーション
（理化学研究所）

② 講演時の飛沫飛散シミュレーション
京都工芸繊維大
山川勝史准教授
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きました（この種の解析の効果は、図中に掲載した QR コードで専門家のシミ

ュレーションをご覧いただくことができます）。フェースガードやマスクの装着

は、COVID-19 の対策に有効です。しかし、職場環境によっては、風に運ばれる

飛沫問題があり、権威あるシミュレーション解析を用いた科学的解析の後、各職

場の適用方法の良否判断が必要です。

さらに厄介な問題は手でウイルスをまき散らすメカニズムです。「手洗い励行

で完全か？」という問題です。COVID-19 は患者が飛沫や手で触れた箇所に触

れた手などで、自分の目や口など粘膜に触れ、残り生きたウイルスが感染の基に

なります。この特徴的

な感染爆発が、大型ク

ルーズ船プリンセス号

が日本に訪れた時に起

きました。この時、オー

バーシュートの解析を

医療専門家達が行いま

したが、その分析結果

を見ると、「バイキング

形式で食事する時に使

うトングの使いまわし

だった」ということで

した。大皿から食材を

取る方式がクルーズ船の食事の形態ですが、感染者が触ったトングを使った後

に、他の方が触れたとたん被ばくするという現象です。図にはその検証を行った

例（You Tube で紹介内容）を紹介しましたが、蛍光塗料を使った実験では、2 時

間ほどで、傾向塗料をトングに塗り、その広がりを検証していました。見て驚く

ことに、人が触れた食堂のテーブルから食器、テーブルクロスからグラスなど、

ほとんど部屋中の人と機材などに蛍光塗料が隙間なく付く状況でした。当時、ク

ルーズ船内に更労省の方が船内の別室で事務作業をしていましたが、感染しま

した。この感染理由は、例えば、ドアーノブや壁や手すりなどから感染していっ

たそうです。「別室にいれば、感染しないはずなのに？」という理論は正しく見

えましたが、人が触れた箇所にこの方達が触れたため、感染しました。この時、

クルーズ船から病院やホテルなどへ陽性患者の皆様を移す時、病院関係の方が

数名感染しました。「防護服を着ていたのに？」ということでしたが、表面にウ

イルスがついたものを触ったためでした。だが、自衛隊の病院関係者がお手伝い

したわけでしたが感染ゼロでした。その模様が、後日、報道されましたが、生物

兵器対応ということで、日ごろから訓練してきた内容は、先に紹介した傾向塗料

新型コロナ接触感染対策

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

三密（密集、密閉、密接）
＝人：人感染 第２波・・・オーバーシュート

ワクチン完成までの対応！

クルーズ船プリンセス号
オーバーシュート問題

新型コロナ・クルーズ船感染

シミュレーションの蛍光塗料実験

では、トングによる接触が大きな

原因のひとつだったとせれる。

新型コロナウイルスの生存期間
米室病対策センターとカリフォルニア大学、

プリンストン大学の研究チームが医学誌

「ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ医学ジャーナル」に発表

空気中 3時間
銅の表面 4時間

ボール紙の表面 24時間
プラスチックの表面 2～3日間
ステンレス表面 2～3日間

PC等には
2～3日生存

アルコール
清掃対象
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による実験をしても、全く感染しない対策を図こられたためでした。さすがです。

このような事例を見聞すると、我々は物理現象解析と共に、感染防止に対して何

をすべきかが解ります。例えば、①接触感染リスクが考えられる場合、十分な防

護服や手袋などを用意しておいて処置する。②どこかで被爆するという危険性

を考え、適宜、手洗いやアルコール消毒を行う。③手すりやドアー、握手やハイ

タッチなど手と手が触れる習慣があったら控えるという行動です。社外の方、例

えば、お客様だけでなく、協力会社から運ばれてきた段ボールや機材などにも過

剰にならない程度で、話す時や受け渡しにはシールドを利用する。特に、よく触

れる手すりやドアーノブなどは直接触れない器具の応用やアルコールなどによ

る。・・・といった清掃や、消毒です。なお、前ページの図の右下に記載しまし

たが、「PC などのプラスチック表面には 2～3 日は COVID-19 が生きている」

という調査結果が報告されています。そうなると、企業では、この面への清掃に

は注意を払うべきです。

ここで物理現象の解析の例として、下の表で、大腸菌と手洗いの関係を工程分

析的した結果を例示するこ

とにします。これは、トイレ

内で手洗いが出来ない環境

で大便をした場合の分析結

果です。ご覧になると判る通

り、この場合、仮に「手洗い

励行」ということで実施して

も、物理的には、無意味な行

動であることが判ります。ト

イレ内で手洗いを実施する

ことがこの対策です。

COVID-19 の手洗い対策

も。これに似た科学的解析をして、実施内容の設定が必要です。

【映像】食品異物対策シリーズ（その４）「物理現象解析」

  https://www.youtube.com/watch?v=pijomtkG9V8&feature=youtu.be

３．BCP・BCM・BCMS 活用によるリスク対策の実務

先の P.5 で、「①BCP マニュアルは＝COVID-19 対策の計画書、②BCM はマ

ネジメントの立場で、人・物・資金・設備・資材などや時間などの限られた資源
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を活用して最短の時間で効果的な COVID-19 対策行動を図る活動である。また、

BCMS は①：②＝１を達成しているか？を評価する活動である」という区分に

ついて解説しました。そこ

で、以下、左側の図に示し

た、７つのステップの中身

を解説しながら、「を全員

参画でどのように効率よ

く、また、効果的に COVID-
19 対策を進めるか？」とい

う課題に対し、「コロナシ

ョック→製造業の早期脱

出手順」という目的を定め、

次ページの図の手順に従

い具体的な実施内容を紹

介して行くことにします。

（１）手順１：問題（これから予想される問題等）を総て挙げ、見える化

下の図に示したように、手順１は COVID-19 の影響を含め、総ての問題や今

後の心配事項を総て挙げ切る活動です。図中に記載したように、「見えない敵に

おびえる前に、とに

かく、あらゆる心配

事を総て出して、我

が社にはどのような

問題や影響がある

か？また、お客様～

従業員（含む、協力会

社や海外サプライヤ

ーなどの皆様が）が

不安を感じている

か？」などといった

問題を列挙して下さ

い（この対策にはカ

ードで行いて図化します）。その後、問題のウエイトづけを行うわけですが、こ

の手続きで、作成された「見える化資料」をベースに、全員が、わが社が関与す

る COVID-19 の問題の全体が判ります。同時に、この図は、これから対策を進

めるベクトル合わせの題材となります。

手順１．問題（これから予想される問題等）を総て挙げる。

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

皆が不安で話す！個人が悩む！ 上司が集めて語る！・・・皆を集め話す

「待ち体！」は、企業として問題の先送り

見えない敵に怯えるより、抱える問題の見える化！
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何が問題か？

明らかにする！

抽象論でなく、具体的に影響が出る、または、出そうな事例や対象を挙げる！

お奨め、
SNカード

法

コロナショック→製造業の早期脱出手順
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手順２．挙げた問題の影響を見る
個々バラバラでなく、企業組織体として共有・一体化！

手順３．評価せず、あらゆる対策法を集める！

手順４．問題の仕分け～対策を割り付け
対策効果、実施容易性、達成までの速さでウエイトづけ

手順５．問題対策体制づくり：
例：プロジェクトチーム式

手順６．全員参画対策活動の
見える化

手順７．成果の見える化
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前図図の作成手順の

詳細は、右図の左側で

す。また、最終イメージ

は右側の図の下です

（このようなカードの

処理は、図の右上に示

した SN カード法の適

用（QR コードで紹介）

をお奨めします。詳細

は割愛しますが、SN 法

の特徴は、経営直結型

で問題をとらえ、名詞

＋動詞で解析を進める

点です。このような解

析と共に、各種問題を改善への要求という形で整理し、図の左上の企業改善目標

と共に、各種問題の対策を進めます。

【映像】

（１）SN 法（全社アンケート～トップダウン＋ボトムアップ融合の見える化対策）

https://www.youtube.com/watch?v=TZrt6pi2kgg&feature=youtu.be

（２）SN カード法

http://www.youtube.com/watch?v=6diWWjvsI-M&feature=youtu.be

（２）手順２：挙げた問題の影響を見る

どの企業でもそうですが、企業では、限られた人・物・時間等の制限がある中

で、COVID-19 を効率よく対策して行く必要があります。そこで、次ページに示

した手順２では、手順１で挙げた総てのカードに記載した問題点に対し、手順２

を示す図の右上に記載した視点、すなわち、「工場全体の立場で問題の重要度を

及ぼす影響」という視点でウエイトづけして行きます。

ウエイト付けには、図の下に記載した、①重要性、②緊急性、③拡大指向性（放

置しておくとオーバーシュートや生産できない問題が、時間と共に増大する事

態）を参考に問題の大きさが仕分け可能な項目を設定します。次に、手順２では、

前ページの図に記載した評価と似た形で 5 段階評価を行います。この際、文房

具店などで入手可能な丸いシールなどを用いて、個々のカードのウエイトづけ
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すると、多数集めたカー

ドの問題の仕分けと共

に、重大問題のクローズ

アップ出来ます（これは、

先に P.11 の表（PPA）で

経営トップが挙げた関

心事の内容に当たりま

す。形は異なりますが、

同じ処置です）。以上、こ

のように手順２を進め

ると、「工場全体として、

何が重要な問題である

か？」ということを明確

化します。

（３）手順３：評価せず、あらゆる対策法を集める！

いつものことですが、問題解決はアイデア勝負です。この種の対策は、分野は

異なりますが、既に、筆者が多くの企業の皆様と進めて来たアイデア発想法の利

用をお奨めします。なお、その主なものはYou Tubeにてアップしていますので、

ご利用願えると幸いです。

【映像】アイデア対策の例

（１）コロナショック・製造業の打開策を探る！

https://www.youtube.com/watch?v=XCovbBKRzUY
（２） コロナショック対・製造業のリスクの実務（ご紹介）

https://www.youtube.com/watch?v=Rf_GRwjyFpY

（３） コロナショック対策へ向けた緊急討論の例

https://www.youtube.com/watch?v=VwizUmBa5qo
（４） コロナショック対策へアイデア発想法を駆使

https://www.youtube.com/watch?v=Ve81o9zM_yk
（５）コロナショック企業側の最新の対策を調査（2020 年 4 月 4 日現在！）

https://www.youtube.com/watch?v=Po6Ug2v__lg
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（６）新型コロナ対策に役立か？江戸の知恵！

https://www.youtube.com/watch?v=M9NdhEWtxZ8

各種先進例の調査を含め、アイデア発想には多くの方式があります。ここで、

重要な点は、必死になって皆で知恵を集めている中で「ポン！」と、有効策が出

るという形態です。この

現象をアイデア発想の

専門家達は『セレンディ

ピティ現象』と言います。

下図に示した内容がそ

の状況です。この、理論

とメカニズムはともか

く、図の左側に示した条

件に入ると、右下のフキ

鉄砲のように、突然、良

好な問題解決策を得る

という原理です。この書

をまとめている時、偶然

でしたが、テレビで、ある中小企業では「受注が無くなった。このような時だが、

COVID-19 対策で医療関係者が困っている」という報道がありました。その時、

この方達は、「何も出来ずに補助金の支給を待っているが、入っても足りない。

それより、わが社で何か社会貢献になる仕事をしよう！」ということで、皆で話

しあった結果、「防護服などの医療機器の製作ができそうだ！」という行動を採

りました。さらに、「資金はファンドのような形で Web 献金を得よう」という対

処を加えました。その結果、この取り組みは期間限定だったそうですが、

「COVID-19 対策で苦しむ病院の苦難を助けると共に、赤字に転落にも陥らな

かった」という報道でした。また、「もし、窮地に至って何もしなかったら、た

とえ、2～3 ヶ月程度だったという言い方はあるかも知れませんが、大変な状況

に陥った！」という感想を皆で述べておられました。

対象は異なりますが、この種の努力はかつて浅草の復活談にもあったので、紹

介させていただくことにします。浅草は今でこそスカイツリーなどと共に観光

客が集まる地です。だが 40 年も前、先のオリンピック前まで栄えていた芸能の

街は、TV の登場と共に閑古鳥が鳴くゴーストタウンにまで変貌したそうです。

この時、浅草の蕎麦屋・女性店主“テルコ”さんが「何とかせねば！」というこ

とでしたが、自分の手持ち金が 10 万円しか提供できない状態で、ロンドンの 2
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階建てバス 2 台、3,000 万円を購入して「浅草を元気にしよう！」という破天荒

な計画を作りました。“テルコ”さんが無我夢中で考えた策でした。大変失礼な

言い方で恐縮ですが、蕎麦屋という 1 商店を営む“テルコ”さんに資金はありま

せん。だが、折よく、当時、大手洋酒メーカーが新ビールを出し、販売不振に悩

んでいました情報を受け、“テルコ”さんはその企業に訪問、「浅草の全店で新ビ

ールを得るからロンドンバス購入の援助を！」という交渉を進め、資金調達が実

りました。その結果、こ

のイベントは全国から

10 万人集まる浅草を実

現となりました。なお、

当時、4.3m ある 2 階建

てバスは道交法違反状

態でした。車高 3.8m の

制限を超えていたため

でした。しかし、この時、

“テルコ”さん、仲間と

共に、当時の国会、運輸

省（現在の国交省）の大

臣に直接へ掛け合い、説

得し、特例で走行に至ったそうです。

その後、1980 年になると、今度は、渋谷に 109、新宿に若い方が集まる傾向

に移り、人の流れが浅草に集まらなくなり、またゴーストタウン状況になって行

ったそうです。この時、今度は 2,000 万円も掛かったそうですが、“テルコ”さ

ん達は、ブラジルのサンバを呼び、雷門の門前を舞台にしたブラジルのカーニバ

ルの開催を企画しました。結果、1981 年の開催には 30 万人もの人が集まる大

ヒットと共に、毎年の開催となり、浅草は、再度、人が集まる街に戻りました。

だが、当時の浅草は、何せ、交通の便が悪い状況でした。このため、また、ゴー

ストタウン化への道をたどりました。このように、台東区が商業施設の建設に悩

む中（頓挫しかけていた時）、たまたま、“テルコ”さんが助けた、亡くなられた、

旦那の愛人を助けた人情談が報じられたそうです。折もおり、この話に感激した、

ホテルニューオータニの社長大谷氏が突然、“テルコ”さん尋ねました。そこで、

“テルコ”さんは、この時、ダメもとで必要だった資金 30 億円を大谷社長に依

頼しました。その結果、1986 年に、現在の ROX の ROX 建設がなされ、ゴース

トタウン化と全く縁が切れる展開に進みました。話は戻りますが、“テルコ”さ

ん、カーニバルの企画当時、常磐新線（現在の筑波エクスプレス）の路線延長の

検討が進むのを知りました。そこで、商店街のおかみ達と共に、浅草まで常磐線

アイデア実現のプロセス
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を伸ばす交渉を国会議事堂押しかけ、当時の国交大臣に直訴しました。その後の

状況は定かでないそうですが、結論として、つくばエクスプレスが浅草を通る路

線変更となり、各地から浅草へのアクセスが便利になりました。さらに、これと

並行して、浅草はスカイツリー建設がなされ、海外を含め観光客で賑わう商店街

です。以上の経過から、今も、“テルコ”さんは、浅草の街を助けた“主”とし

て有名ですが、ご本人は、変わらずに、蕎麦屋さんの女将として活動中です。

現在、コロナショックから With コロナ時点に移りました。「COVID-19 対策

の予防接種の登場を待つ方式がありますが、これは数年の後のこと」と言われま

す。そうなると、「新たな生活への移行」をスムーズに進めるためにも、皆様は、

皆様独自のBCP対策：事業存続計画の種になるアイデア収集と活用が必要です。

要は、ジッと待っていても暗闇からは抜け出せないためです。また、この意味で、

先の、「浅草の“テルコ”さんが進めた行動力を参考にすべき」と考えます。

ここで、「即座に起死回生のアイデアが見いだせない！」と言われる方に対し、

ひとつのガイドを紹介させていただくことにします。右下の図をご覧下さい。図

の左側に、QR コー

ド で 検 索 可 能 な

600 項目以上の原

価低減アイデア創

出用チェックリス

トを例示しました

が、これは、工場に

おける改善キーで

す。これを、筆者は

は、赤字転落で苦し

む企業の支援時に

度々活用してきま

したが、幸い、その

種の企業では、従業

員の皆様の熱心な活動と共に、成果を挙げ、短期間に黒字化しました。当然、必

死になって改善策を考え、実施した結果です。この、600 項目の改善キーの中に

は、かの、①上杉鷹山が江戸時代に赤字で誰も相手にしなかった米沢藩立て直し

に行った対策を始め、②多くの企業が行ってきた赤字対策のキッカケになった

項目、さらに、③先に紹介した赤字脱出企業の立て直しの際に企業の皆様が必死

になって列挙した改善キーや、④筆者の体験から得た改善キーを掲載しました。

次のページには、「COVID-19 対策時代、不況で生産が手空き状態になる。だ

が、この機会を利用して行う、泥臭く、小さいが有効な TPM（全員参画の設備

600項目のようなリスト利用の例
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保全対策）」に有効な筆者体験例を紹介させていただくことにします。COVID-
19 対策期間に設備故障が起きると、生産復旧の関係から、専門技術者数名の検

討が必要です。だが、この時、止むを得ず三蜜状態になる恐れが発生します。製

造現場では、換気は関与

しない例が多い状況です

が油断はできません。討

論時に飛沫防止用マスク

などを外す。１つの工具

を数名で使う、・・という

例が生じるためです。そ

うなると、ここまでに記

載した三蜜やウイルス伝

播が簡単に起きます。逆

に、故障ゼロとなれば、こ

の種のCOVID-19対策は

不要になります。故障の

多くは図に示した強制劣化に伴うものが多く、TPM：生産保全における設備故

障対策の初段が設備清掃です。このような時、必ず清掃にウエスが必要になり、、

図の下側は筆者達が不況時に行った対策です。要は、経費節減とウエス調達を兼

ね、従業員の家庭からウエスの提供を願いました。当時、COVID-19 は無い時代

でしたが、設備清掃と共に設備故障の原因を徹底調査して原因を追究しました。

その結果、その後の景気立ち上げ以降、突発故障減に役立っ事例です。このよう

に、また、「風が吹けば桶屋が儲かる！」式に、ある対策が周り回って、問題可

決になる例は製造現場では多数あるので、この種の対策アイデアにも目を向け

ていただくことは大切です。特に、COVID-19 問題で操業停止の時間は、この期

間を過ぎれば生産立ち上げとなります。そのような意味からも、この種の改善に

も目を向けることが必要です。

もうひとつ、現在は Web 社会なので、社内に無いが「賞金を掛けても問題解

決策の探求を進めるアイデア入手法を紹介させていただきます。次ページの図

の“Wanted”方式です。筆者達は、この方式に、『駆け込み寺：知恵袋マッチン

グ方式』という名つけて推奨中ですが、この方式は別名、中小企業間で短期間に

新製品開発を連携した開発する場合に盛んに使われ『水平分業方式』という名称

を持ちます。同種方式は、大手企業と優れた技術や技能を持つ企業がコラボして、

例えば、宇宙や海洋開発する時、『ビジネスマッチング』ということで、国の機

関や大手企業が新製品や新技術を開発する際に行ってきた形態も、名は異なり

ますが同じです。名称の違いはともかく、要は、図に示した通り、改善したい内

泥臭いが役立った、不況時の筆者体験アイデア
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容に“Wanted”を掛けます。また、アイデア収集は、ある意味で、メルカリや

ジモティで要らなくなった品を売り買いしたりする、Web によるオークション

に似た形態です。COVID-19 対策用の“Wanted”方式では、誰かが「アイデア

求む！」というこ

とで、サイトに投

げかけます。この

種の実例として、

かつて、筆者は納

豆の醤油とからし

の袋処理で製品化

を成功させた例に

関与したことがあ

りました。北のあ

る県の対処です。

この時、「納豆に入

っている醤油の袋

を破るのが大変、

しかも、納豆の上に敷いたビニールが取り難くい何か良い手はないか？」という

顧客の声を得て、賞金を掛け、Wanted を進めました。すると、図の右側のよう

に、「発泡スチロールの蓋に、醤油＋からしのためを作った発泡容器に平板なス

チロール板を接着～一体化した容器を作る提案」が来ました。コロッケなどをコ

ンビニで買う際、容器の蓋をペチンと折ると、２つ折りの容器をたたむ形でソー

スをつける方式に似た方式です。そこで、それと同じ形態で納豆に醤油＋からし

をかける方式を実現しました。なお、この度の COVID-19 対策でも、地方銀行

が仲介して、各種の良好なマスクや、フェースシールドが中小企業では、生産低

下時にしのぐ対策を進める例が多数報道されてきましたが、これも、上図の方式

でした。

【映像】

・アイデアバンクの作成と活用

https://www.youtube.com/watch?v=L7f9_kFOTJM&feature=youtu.be

（４）手順４：問題の仕分け～対策を割り付け

総ての問題の列挙～重要問題の抽出、さらに、その対策案が集まると、次に行

う活動は、次ページの図に示したように、実施すべき問題を抽出して、個々の対

策事項を実行して行くための準備に入ります。図には、その手続きを順に示しま
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したが、図中の①では、まず、手順２で挙げ、重要度を付けた問題点を記載した

カードを重要な順に並べます（この際、着手順を配慮して重要度の高いカードを

上にして行きます）。次の②では、手順３で集めたアイデアや実施策を評価した

対策（含むアイデア）を見直し、選んだ着手すべき問題カードに対し、実施策を

割り付けます。こ

れで、各問題に対

する対策の割り

付けが終わりま

すが、その後、③

に示したように、

個々の問題と対

策に対し、適任者

の割り当てを行

います。この関門

を超えた段階で、

次は実行となる

わけですが、企業

では限られた人

と時間などが制限されます。そこで、各問題：対策カードに対して、④に記載し

た、A:波及性、B:容易性、C:効果を 5段階評価で行い、期間を定めて実施策を抽

出します。この後は、抽出された改善案の実施へ移ります。。

（５）手順５：問題対策体制づくり

企業では、COVID-19 対策に全員参画で改善に当たる際、その進捗が、全員に

貢献度と共に「目で見る管理」方式で判る運営方式が歓迎されます。このための

有効な手法のひとつに TP（総合生産性向上）マネジメントにおける TP 展開図

があるので、次ページの図と共に、その活用内容を紹介することにします。図の

右上をご覧下さい。これが TP 展開図の構成です。期間を決めて COVID-19 対

策ということで、まず、（1）総合目標を設定します。これは期間内に COVID-19
対策の改善活動の総てを進めて得る効果を予測して記載します。効果の項目は、

例えば、売上高の増強、原価低減額、完納率達成 100％実現、・・・品質改善～

COVID-19 陽性者ゼロといった目標です。この総合目標は工場全体の目標です。

次に、行う対策は、（2）各部署や工程に目標展開し、総合目標の達成の調整です。

図には矢印で上下が示されていますが、TP 展開図ではこのやり取りをトップダ

ウン目標とボトムアップ目標との間を調整します。このような調整で、総合目標

の達成信頼性を高め、全工場で合意と納得の基で、各部署や工程で何を行い、「ど

手順４．問題の仕分け～対策を割り付け

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

問題１
問題１
問題１
問題１
問題１
問題１
問題１

①重要な問題から並べる

問題１

② 1件づつ
取り出し
対策案
を検討

③ その分野の対策に
得意な方達で対策
案の抽出！

時には
賞金を
かけて
Wanted！

問題

対策N

対策２

対策１

問
題
毎
に
対
策
を
整
理

実
施
案
の
抽
出

C. 効果
５：極めて大
４：かなり大
３：多少ある

２：少ない
１： 全く期待

できない

B. 容易性
５：極めて容易
４：かなり容易
３：可能

２：多少困難
１： 困難

A. 波及性
５：極めて大
４：かなり有る

３：期待できる
２：多少困難

１： 困難

④この関門
（評価基準）を
超えた策は
実行を！



29

のように目標達成につなげてゆくか？」が明確化します。この段階で各部署や工

程には、それぞれの達成目標の設定が割り付けられます。次の（3）は、各部署

や工程が持つ目標と課題を高効率で達成してゆくため、図のようなマトリック

スを作り、縦軸の施策ガイドと記載したところに、問題解決が最も高効率で達成

してゆくための手法（問題解決手段）を列挙してゆきます。マトリックスに丸印

がついた箇所は、マ

トリックスの上部の

四角が各部署や工程

が持つ目標と課題で

す。また、マトリック

スの横軸に定めた、

ある各種の対策課題

（施策）を、マトリッ

クスの下に降ろして、

横軸の最適問題解決

手法とマッチングを

進めた状況です。要

は、丸印のところで

は、各部署や工程が

持つ課題の一つを縦

軸の最適で高効率の対策手法で解いて行くことを意味します。TP 展開図（図の

右上）のマトリックスの右端に、ある部署または工程の目標値が 100 という値

で示されています。これは、イメージ的に、この部署または工程が持つ目標値を

仮定したものですが、縦軸をたどると、丸印が３件あります。丸印の中に、上か

ら 30、30、40 とあり、この合計が 100 とたる状況は、「目標と施策ガイドの検

討を進めた結果、最適・最早でこの目標達成が検討された」という内容です。

【映像】

（1）経営・財務シリーズ（実務編）-６「困る問題を宝の山に！」

https://www.youtube.com/watch?v=vWI15UMUDDk&feature=youtu.be
（2）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ３「TP マネジメントの基本」

https://www.youtube.com/watch?v=dqUmUaUc454&feature=youtu.be
（3）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ４「TP 展開図作成手順」

https://www.youtube.com/watch?v=mk0G4NqNvoM&feature=youtu.be
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（６）全員参画対策活動の見える化

この対策にも、先に示した TP 展開図をそのまま使います。図の中央付近に、

「5W1H テーマ＋進捗管理表＋リスク対策」と描いたリストのイメージは、先

に紹介した丸印の施策に対する個々の改善対象です（なお、丸印の施策の場所に

は数件の改善対象が在ることがあります）。この種の施策は TP 展開図では、縦

軸と横軸で定めた番地に登録した後、別途作成した資料と共に、マトリックスの

番地管理を用いた進捗管理を行います。この時に、施策によっては、部門化を超

えて対策が必要なものや、連携した対策が必要な施策が生じる場合があります。

そのような時、図の左下に示したような形態で２ないし３つの部署または工程

にまたがる円で囲み、連携した活動を表現します。以上、このように、先に示し

た TP 展開図を作成すると、「全員参画対策活動の見える化」します。

（７）手順７：成果の見える化

TP 展開図は、そのまま活動の見える化にも使います。改善活動が進む毎に、

TP 展開図のマトリックスに番地登録された「5W1H テーマ＋進捗管理表＋リス

ク対策」の成果を達成率の形で示して行きます。具体的な手続きは、丸印を円グ

ラフ化して達成状況を描く、

完全に終了した場合、主な

効果を青丸に書き、全体を

青色にする。進行中の施策

は黄色の円を描き達成状況

を示して行く。万一、問題が

起きて達成困難、または、他

の施策に切り替えたりする

場合、その個所を赤色で表

現するという表現をします。

この種の表現は見える化対

策として、目標達成度評価

だけでなく、個々の施策の達成意義を貢献度と共にワンペーパー、または、大き

な活動ボードで示す。あるいは、PC から必要に応じ、一般に、プロジェクター

で関係者全員伝える方式を使います。この種の対策は工場関係者全員の努力を

伝えるという意味を持ちます。このため、TP 展開図を活用する企業では、上に

示した図で、その活用意義を従業員の皆様に紹介してきました。

手順７．成果の見える化でTP展開図を活用する意義
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４．海外を含む協力会社を巻き込んだ COVID-19 対策の展開

企業活動も、COVID-19 対策も、「一人では何もできないが、一人が始めなけ

れば何も起きない」という教えの実践が、活動の良否を左右します。多くの企業

は協力会社と共に活動しています。また、COVID-19 は BCP 対策が叫ばれる状

況です。そこで、海外を含めた協力会社（サプライヤー）の強化育成共に、この

対策を効果的に進める方式を紹介することにします。

（１）協力会社側で自主的に COVID-19・BCP 対策進めていただくガイド

読者の皆様には、釈迦に説法となり恐縮ですが、図に示した製造業と協力会社

との連携構成をご覧下さい。この図を見ると、改めて、協力会社との連携の大切

さが解ります。同時に、もし、この輪の中なかで、COVID-19 により、１つの企

業や部署であっても被

災すると、円滑な活動

に支障が出ます。ちな

みに、今回の場合、例

えば、①COVID-19 被

災環境に伴う販売の低

下（コロナショックと

言われる内容）、②海外

などサプライヤーが

COVID-19 問題で操業

できないため、輸出や

物流に支障が出るとい

う問題、さらに、③現

在の問題だけでなく、人が集まり新製品を行う DR の場で、テレワークではカ

バーできない問題などが起きると大変です。そこで、この対策には、協力会社側

の自主的な COVID-19・BCP 対策の展開が必要になります。

個人的な対処で恐縮ですが、この書をまとめる時点、今もって、東京都はコロ

ナ陽性者の低減が進まない状況で困る状況です。陽性者の大半は、接待などを行

う夜の飲食関連という報告ですが、例えば筆者のような一般人の場合、仮に飲食

店を利用せざるを得ない場合、当然、コロナ対策が整備されていないと目される

飲食店には絶対入りません。逆に、店側の皆様は、お客様が安心して入っていた

だくため、飲食店間で集まり、パスポートの形で、東京都がガイドする COVID-
19・BCP 対策を行う対策を進めています。この例を見ると、BCP の運用～実施

内容がお店の死活問題を意味し、BCP 対策が、お客様に COVID-19 に十分対応

企業活動と連携部門（含む協力会社）
企業活動の輪

調査ｻｰﾋﾞｽ 設計

販売 検査・製造

お客様に満足して

いただける

ものづくりとサービス

使用後リサイクル
（製品寿命・安全性・信頼性）

アフターサービス
（技術的助言・相談）

販 売
（引き渡し、使用

までの取り決め）

保 管
（劣化防止、仕訳）

検査・調査
（使用の遵守、

測定・判定

異常の処置

是正→予防ＣＳ：顧客満足

製 造
（高い信頼度

他社に負けない

品質・納期・コスト力）

購 買
（質の高い納入

メーカーとの連携

受 注
（マーケット・イン対応）

研究開発
（ＣＳ探求製品の具現化）

市場調査
（顧客情報の

把握・ﾆｰｽﾞ

の先取り）
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しているアピールと共に、集客の要件となっていることが判ります。

製造業とサプライヤーの場合、当然、ここまで紹介したサービス業と対象顧客

は異なります。だが、お客様対応ということでは同じです。COVID-19・BCP 対

策は見えない敵との闘いであり、十分対策中ですという証明のひとつです。サプ

ライヤーの皆様には、このような状況をお伝えして、COVID-19・BCP 対策を

積極的に進める取り組みに参画願うことが重要です。

（２）COVID-19・BCP 面から見たサプライチェーンのリスク評価

次に、サプライヤーから納入を受ける側に納入企業側に必要な『COVID-19 リ

スクの見える化対策』について触れることにします。サプライヤー評価は別途の

課題として（後で、QR コードと共に紹介）、ここに記載した図は、ある組立品

を例に現在取引中の

『サプラーヤー全体

の納入リスクの見え

る化資料』のイメージ

です。この図は先の3･
11東日本大震災後に、

多くの企業にしてご

利用願ってきたサプ

ライヤーの BCP ハザ

ードの応用ですが、

COVID-19 に対して

図化する場合、製品図

を示し、リスクが及ぶ

部分を色分けしてリスクの程度とマクロ的な対策内容などを記載します。その

評価はひし形で示した基準と、その下に記載した資料を用います（この詳細は個

別対策になるので、この図では、その種の資料の掲載は省略しました）。この解

析が終わると、次は、右側のユニットに分解して、各ユニットのリスク評価をす

る活動に移ります。評価の内容は先の製品全体の図と似た形態ですが、対象は

個々のユニットとなり、この時、評価基準は各ユニットと納入内容に合った評価

内容を使います。ユニットのリスク評価と対策が検討されると、さらに、右のユ

ニットを構成する各部品のリスク対策に移ります。この際、製造工程リスク～作

業を行うキーパーソンの COVID-19 リスクの検討も行います。サプライヤーに

おいては、最近の例として、ベテランの方が陽性者となったため、部材が作れな

くなる危険や、部品運搬する物流会社で陽性者やオーバーシュートが起きて納

入に問題が出る例などがあったためです。このように、万一、この図のどこかに

サプライチェーン対策ハザードMAPの構成（提言）

最終製品への
品質要求

ユニット→
各部品への
品質要求展開

最終製品への
品質要求

ユニットＡ
のリスク

ユニットB
のリスク

ユニットC
のリスク

評価
基準

部品Xの製造
プロセス・リスク

現地作業
の状況

部品X
のリスク

部品Y
のリスク

部品Z
のリスク

部品W
のリスク

例：

各現場におけ
る三蜜対策～
マスク管理
・・・・・・

リスク把握と重点部に

対する回避、リスク分散

など対策内容と程度の

詳細

評価
基準

例：
現地における
COVID-19対策
の徹底程度など
・・・・・・

リスクの程度と重点部材の

色分けを基とした対策と

リスク軽減程度
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FTAのANDまたはORの評価と

影響P×Sで程度と内容記載

最終製品

例：現地における
陽性者数や

BCP対策状況
・・・・・・

リスクの程度と

重点部材の色分け

評価
基準
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問題が起きると、全体に支障が生じます。この図はその種のリスク管理に際して、

全体と個々を見て、「問題が起きないか？また。万一、COVID-19 問題が起きた

場合、2 社購買などでどのような対処をすべきか？」などの対策をするためのハ

ザード MAP です。なお、先に紹介したサプライヤー側の COVID-19・BCP 対

策は、この図の上で、その状況を管理して行きます。

（３）協力会社側で積極的な COVID-19・BCP 対策を強化する対策例

サプライヤー側が積極的に COVID-19・BCP 対策を考え、経営の重要課題に

位置づけて活動を進める上で必要な、効果的指導・支援内容について紹介するこ

とにします。左下に示した図は、COVID-19 対策を品質・納期などと共にリスク

対策を重点に進め、サ

プライヤーご自身で自

律かつ積極的に各種の

改善・管理を進めると

いう指導法です。この

内容は JMA で筆者が

担当する「サプライヤ

ーの強化育成支援」を

主体としたセミナーで

長年行ってきた内容を

今回の対象に転用した

対策です。一般に、サプ

ライヤーご自身で積極

的に COVID-19 対策を進める時、ダメ出しと厳しい監査などによる欠点指摘方

式は不向きです。それより、COVID-19 対策を進めるメリットを知る。また、イ

ンセンティブ契約の中に組み入れ、「COVID-19 対策を中心に各種改善や管理レ

ベル向上進めることで自社が儲かる！」という構成でコンタクトされる方式を

お奨めします（なお、この扱いの詳細はかなり詳細になるため、下に QR コード

とご利用願うご案内にしました）。

【映像】サプライヤー強化育成関連

（１）嫌われ防止サプライヤー連携（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=BsM_FfrXhWM&feature=youtu.be
（２）サプライヤーの品質向上・指導法１「サプライヤー評価」

https://www.youtube.com/watch?v=iBEJ3S1m7Rs&feature=youtu.be
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（３）サプライヤーの品質向上・指導法２「積極化・自主的体質へ向ける指導」

https://www.youtube.com/watch?v=CWy98WaUNV4&feature=youtu.be

（６）サプライヤーの品質向上・指導法５「連携強化のための DR 対策」

https://www.youtube.com/watch?v=BFB1xpPA71Y&feature=youtu.be
（７）サプライヤーの品質向上・指導法 PR 版

https://www.youtube.com/watch?v=IeooopcUzF0&feature=youtu.be

５．COVID-19・BCP 対策におけるニュービジネス展開

COVID-19・BCP 対策を各社の経営問題と照らし合わせて見直すと、その目

的は次のようになります。リスクマネジメントの観点を中心に、（1）被災を少な

くするため事前検討～

予防策を充実する。（2）
被災時に、（1）で準備し

た対策を発動して、被

害の極小化につなげる。

（3）万一の被災の際、

復旧期間の短縮化を図

る。（4）復旧と共に訪れ

る 「 新 た な 時 代

（COVID-19 の場合、

With コロナ環境）に対

応し、次世代の発展へ

つなげる。以上が、

BCP・BCM の展開手順です。本書では、ここまで（1）～（3）を解説してきま

した。そこで、以下、（4）を中心に、上図に示した「攻めの原価改善」COVID-
19 対策の進め方の解説をすることにします。

このアプローチは、求める市場に対し、新たに、現在持てる技術を駆使して対

応です。しかし、全くの新分野にベンチャー的に移行する方式があるかも知れま

せん。また、当面は急場しのぎかもしれません。だが、本書では、既に各社でお

持ちになっておられる技術などを駆使して、明らかに製品やサービスが求めら

れる市場に展開を進める対策を解説することにします。左下の解析をご覧下さ
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い。この分析はマーケティングでは極めて基本的な分析です。その構成は、縦軸

が COVID-19 対策上で問題を抱える分野（先に紹介した“駆け込み寺”的な対

象）、横軸が対策（先に紹介した“知恵袋”的な対象）です。ここでは、対策＝

お助け部隊という記

載をしていますが、例

えば、現在、病院では、

まだ、専用マスク、防

護服、多くの医療器材

等の不足が報道され

る状況です。この種の

例として、本年 4 月、

米国政府は GM（大手

自動車メーカ）に重症

患者の対策に不足し

ていた ECMO という

人口呼吸機の発注を

した例がありました。

また、日本では 6 月に、COVID-19 で陶器製造の中小企業が困る中、Web 販売

を仲介する地銀が業種間製品組み合わせでセット・イベント的販売を行い、「通

常の 3 倍もの売り上げを得た」とういう報道がありました。夏へ向けたマスク

販売は、6 月現在過密状態ですが、ひとつの分野です。以上、このように、COVID-
19・BCP の最終段階（4）の新展開は、各社で様々な展開が期待されます。なお、

製造業には、COVID-19 対策以外に、少子高齢化、地球温暖化～海洋のマイクロ

プラスチック汚染など、多数の対策が待つ状況です。

おわりに

COVID-19・BCP・BCM 対策は、三蜜・手洗い・マスクを中心とした人：人

の接触（含む間接的行為）の実践を十分行う対策です。そこで、本書では、リス

クマネジメント面から、泥臭いが実践的な内容を整理させていただきましたが、

読者の皆様の活動に多少ともお役に立てば幸いです。

                       以上

                 令和２年６月末・吉日（改訂 12 月）

QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘

新型コロナ問題：対策発掘MAP

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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前ページまでの書の追加事項

「製造業における新型コロナ BCP・BCM対策実践展開の実務」

                         QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘

                      

追加内容について

現在、日本全体で第 3波の新型コロナウイルス問題を対策中です。今まで、皆

様も、３蜜＋手洗い＋マスク対策の徹底を図ってこられたわけですが、図の右下

の理由で、既に企業や家庭に入

り込む状況です。この物理特性

はインフルエンザと大きく異な

り、この見えない敵は、気温低

下に伴い、特に、長期に渡り感

染力を維持します。そこで、以

下、製造業の皆様にご参考にな

りそうな内容を追加しました。

以下の内容と対策が、多少とも

皆様の対策のご参考になれば幸

いです。

１． マスク着用に伴う COVID-19予防対策の整理

食事や打ち合わせ時、「食事は話さずに済ませ、対話時にマスク！」という対

策が一般化しています。そ

こで、まず「マスク効果

は？」という点に対して、

専門家の報告を例示させ

ていただくことにします。

右側のデーターに見る通

り、N95 という医療関係

者が使用するマスクは別

にしても、不織布マスクと

布マスクは、COVID-19飛
沫防止対策に極めて有効

である内容が示されてき

ました。さらに、「2020年、インフルエンザの発生が極めて少ないという事象も、

マスク対策の効果が関与する」という紹介でした。上図に示した上から２つの表

マスクの効果

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

実物の新型コロナウイルスによる実験
非感染者のみがマスク着用の場合

布マスク 不織布マスク N95マスク

６０～８０％に抑制 約５０％に抑制 １０～２０％に抑制

東京大学医科学研究所 河岡義裕教授の実証実験内容2020年TBSでも紹介

★米国医学誌：カリフォルニア大学・サンフランシスコ校のモニカ・ガンジー氏の論文
マスク着用で軽症化～抗体が生まれた。

布マスク 不織布マスク N95マスク

２５～４０％に抑制 ３０～４０％に抑制 ほぼ１００％に抑制

５０ｃｍ

５０ｃｍ

マネキンで
吸込み

マスクはワクチンに同等の効果があった。
ちなみに、インフルエンザ・ワクチンは５０％

病院スタッフ37名
全員マスク着用、
1名陽性患者で

実験スタート 3週間後

新たに13名が感染

症状あり：1名
無症状：12名

無症状：12名は
重症化せず全員が
免疫を獲得していた！

新型コロナ第３波で明確化したウイルスの特性

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

2020年11月現在のインフルエンザの状況

厚労省調査 9月1日～11週間の比較 同年患者数対比：０．３％
マスク＋手洗いなどの

効果という評価
（予防接種は11月1日）

2019年 2020年
55,495人 171人

日本感染病学会の資料

インフルエンザ COVID-19
① 感染後、症状が ① 感染後、１～14

～2日で発症 日後に発症

② 無感染者が ② 感染後発症傾向
すぐに対策 が無い方でも

発症2日後に
ウイルスを飛散！

第３波で極端な増加の理由？

１．冬：気温低下に伴い感染力を

維持する期間の大幅減

２．GoToサービスに伴う人の

移動と会食などの飛沫

（海外観光客減で１波対策）
３．ハーロイン～各種イベントに

よる人：人
接触機会の

増加！

ウイルスの増殖

メカニズム ：２ｎ

・・・・
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は、飛沫防止の結果であり、マスクの着用効果です。加えて、一番下に記載した

米国医学誌：カリフォルニア大学・サンフランシスコ校のモニカ・ガンジー氏の

論文によると、興味深い事項は、「マスク着用で軽症化～抗体が生まれた！」と

いう内容でした。

さらに、COVID-19 対策医療専門家の皆様によると、①COVID-19 は大半が

人の口中で増殖する。②したがって、マスクによる防止策は有効である。③加え

て、数少ない人体への侵入と健康維持を確実に行う方は、少ない COVID-19 が

体内に入ってきた時点で抗体を作りはじめる。「マスクを用いた抗体の増殖は人

類が待つワクチンの効果と同じである！」という報告でした。

我々は、ワクチンの実

施を待つ段階です。そう

なると、かつて、大阪の

吉村知事が大阪大学の

松山晃文医師と共に紹

介されたポビドンヨー

ドというウガイ薬の併

用も、物理現象として、

参考にすべきです。万

一、何らかの環境で被ば

くしても、口中の新型コ

ロナの増殖を減らし、マ

スク対策を確実に行え

ば、ワクチン接種に似た

抗体づくりの確率を高める対策が期待されるためです。我々は、このように、目

に見えない敵である COVID-19に対し、ワクチン普及までは努力すべきです。

２． 冬場：COVID-19感染力維持の長期化への対策

冬になり COVID-19 の飛沫対策に対して注意すべき点は、存続期間です。左

下の右側がその報告ですが、2020 年 11 月 7 日の TV 東京の報道番組、医師：

久住英二氏（ナビタクリニック理事長）による香港大学チームが研究した結果で

す。ここでは、「感染力を維持する期間が温度の低下に伴い、驚異的な数値にま

で跳ね上がる」という驚異的な問題でした。ちなみに、夏：37℃では 1 日だっ

た生存期間が 4℃では 14日間以上となるためです。そうなると、人が触れる部

分は徹底的なアルコールや紫外線消毒と共に、手洗い重視は欠かせない対策と

なります。この事象に対する脅威の例に、かつて、日本にクルーズ船が来た時、

厚労省の方が別室隔離で仕事していたにも関わらず陽性になった例がありまし

新型コロナ飛散とうがい対策

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

① 専門家が示してきた咳などによる新型コロナの飛散形態と増殖形態

他の空気感染

新型コロナと

インフルエンザ インフルエンザウイルス

？新型コロナウイルス

ここを防ぐ
必要は無い

飛沫核飛沫

② 大阪大学 松山 晃文医師
2020年大阪の吉村知事と共に発表

大阪ひびき医療センターで実験結果

口中で繁殖～飛沫拡散するCOVID-19
陽性者にポビドンヨードでうがい実験

4日で14名は（陽性率56.0→9.5）
同時に行った不使用者は68.8→40.0
だった(2020年8月4日）。

ウイルス増殖の

メカニズム ：２ｎ

・・・・

口中で増殖

PCR検査値
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た。さらには、病院のクラス

ターの発生を調査した結果、

休憩室で食事された看護師

の皆様が防具を外して机や

椅子などに手が触れたとい

う事象もありました。この状

況から、製造業で働く皆様も、

冬場に備え、職場だけでなく、

ご自宅でも、多くの方が物に

触れる場合、対策を強化すべ

きです。

３． 換気対策

冬場に猛威を振るう COVID-19 対策のため、換気対策の重要性がクローズア

ップしました。この対策に当たっては、テレワークが推奨され進みつつあります。

だが、この対策が取れない場合（室内業務の際）、外気導入～外気への排出のス

ムーズ化が必要です。なお、寒さを防止しながら対策する有効策は多数あります。

右下の図はその種の例です。

ちなみに、この対策に対し、

富岳という日本が持つスー

パーコンピューターから紹

介されてきたシミュレーシ

ョン解析結果が有名ですが、

企業内、しかも、個々に異な

る場所でその解析を待つこ

とに、難があります。そこで、

既に右下の図で示した、新製

品開発時に工場から新製品

開発に使ってきたCAEの解

析を紹介させていただくことにします。CAE は、企業では既に、盛んに活用さ

れてきたという実績を持ち、流気解析が出来ます（CAEの場合、上図のような

イメージで流気の状態や温度変化なども示すことができます）。ちなみに、映画

館やバス、更には、座る席が過密な焼き肉店の一部で、図の左下に示した対策に

似た対策がなされ、この証明を、“売り”にしている例があります。

以上、今回、先の書の前文に加える形で、最近紹介された内容を、ここに追記

させていただきました。読者の皆様には、これを含め、COVID-19から被災を免

新型コロナ対策事例

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

コクヨの感染飛沫対策
テーブル：換気作動時

コンピューター富岳などを
使ったシミュレーション結果

Web：無料イラストに示された換気や
パーテーションなどのガイド

下吹き式上抜き式

比較
容易

既にデザインCAEなどで行われてきた

電子回路素子挿入シャーシの熱解析
流気→冷却対策（新製品開発時に活用）

パーソナル流気式

新型コロナウイルスと気温による残存期間

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

2020年11月7日 報道より 医師：久住英二氏

ナビタクリニック理事長（TV東京より）

気温によるウイルス感染力の変化
香港大学・研究会チームの発表

飛沫の存在環境と温度 感染力を維持
する期間

気温３７℃ 1日

気温２２℃ 7日
気温 4℃ 14日以上

新型コロナウイルスの生存期間
米室病対策センターとカリフォルニア大学、

プリンストン大学の研究チームが医学誌

「ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ医学ジャーナル」に発表

空気中 3時間

銅の表面 4時間

ボール紙の表面 24時間

プラスチックの表面 2～3日間

ステンレス表面 2～3日間

PC等には

2～3日生存

アルコール

清掃対象

一般例として発表があった
COVID-19の生存期間
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れること、さらに、効果的な対策と共に、円滑な活動を切望する次第です。

【映像】

１．新型コロナ第３波～対策製造業における有効策の整理

https://www.youtube.com/watch?v=NYGbsmTbjU8

２．新型コロナ対策、解った科学的良否！（子供でも見て判る対策点とは？）

https://www.youtube.com/watch?v=bWpXnhex2u0

                        以上（2020年 11月末）


