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はじめに
遡ること1世紀、スペイン風邪が世界的に流行し、1億人もの死者
と膨大な経済損害をもたらした。それ以来何千万人もの人命が
パンデミックや感染症によって奪われ、企業を大混乱に陥れ、国
家経済に打撃を与えた。医薬品の進歩や感染制御策の進歩にも
関わらず、この拡大しつつある新型コロナウイルスは、最近この
10年間における豚インフルエンザやジカ熱の流行とならんで、急
速に曼延する疾病の危険性を改めてありありと思い起こさせるも
のだ。
保健当局は、感染症の影響を制限するための予防・治療対策を主導すべきであるもの
の、企業も従業員と財務の健全性を守るための対応策の策定によって、自社のリスク
を管理できる。
こうした脅威に効果的に対応するために、企業は二通りのアプローチを取る必要があ
る。第一には、緊急対応、事業継続、危機管理、危機コミュニケーションなどの事項を
網羅する準備戦略を確立することである。パンデミックやエピデミック（流行）の曼延
状況を監視し、その影響を把握することができるか否かはさておき、この戦略におい
ては、移動制限が課された場合や直接の影響を受けた場合でも事業を継続できるよ
うにすることを念頭に置かなければならない。
第二に、企業は様々な疾病のグローバルな性質を考慮し、現在手配している保険がパ
ンデミックをどのように補償しているかを理解し、必要に応じた補償内容の変更が求
められるだろう。
貴社のパンデミックリスクならびにエピデミックリスク管理において、本報告書が有効
な一助となれば幸いである。
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感染症とパンデミックのコスト
世界保健機構（WHO）はエピデミックを「あるコミュニティや地

の高まり、移動頻度の増大と移動制限の緩和、サプライチェーン

域において、ある疾病や特定の健康関連行動または健康関連イ

の拡大は、ある1か国における流行の発生がグローバルに影響

ベントが明らかに通常の期待値を超えて発症すること」と定義

を及ぼす可能性があることを意味する。世界銀行は、激烈なイ

している。また、パンデミックについては、
「エピデミックが国境

ンフルエンザ・パンデミックによって発生するコストがGDPの5％

を越えて世界的に、または非常に広い地域において発生し、通

に達する可能性があると推定している。

常、非常に多数の人に影響を及ぼすこと」と定義されている。
企業にとっては、以下のような潜在的リスクが存在する。
「スペイン風邪」として知られる1918年の世界的インフルエン
ザ・パンデミックでは、感染者は推定5億人に達し、死者は1億

・死亡・疾病による労働力の喪失

人とも言われている。それ以来1世紀を経て、多くのパンデミック
が発生した（図１参照）。

・家族の看病、社会的隔離、感染の恐れによる従業員の欠勤の
増大および生産性の低下

近年のパンデミック、エピデミックは致命的ではあるものの、こ
れによる死亡率は、主として医薬品と医療インフラの改善によ
り、概ね過去の健康危機発生時よりは遥かに低い。一方、今日に

・輸送ネットワーク、サプライチェーンの途絶および遅延を含む
事業中断

おいては健康危機による潜在的な経済的影響は過去と比較して
非常に大きいものになり得る。テクノロジーへの企業の依存度

1

図

・顧客の需要減少

注視すべきエピデミック、パンデミックおよびその人的経済的影響
Source: Madhav, N., Oppenheim, B., Gallivan, M., Mulembakani, P., Rubin, E., & Wolfe, N. (2018). Pandemics: risks, impacts, and mitigation.
Disease control priorities, 9, 315-345

「スペイン風邪」インフルエンザ・パンデミック

SARS（重症急性呼吸器症候群）パンデミック

死者：2,000万人～１億人

「香港風邪」インフルエンザ・パンデミック

GDPの減少：米国11％、英国17％、カナダ15％、オ
ーストラリア３％

感染の疑い：8,098人

感染者：120万人
直接間接コスト（米国）：230憶ドル～260憶ドル

1918

1957

1968

「アジア風邪」インフルエンザ・パンデミック
死者：70万人～150万人
GDPの減少：米国、英国、カナダ、日本３％

グローバル

限定的な広がり

Note: List of events is illustrative rather than exhaustive. All US dollar amounts rounded to nearest billion.
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37か国で発生。特に中国、台湾、シンガポール、カナダ
死者：744人

損失：香港40億ドル、カナダ30億ドル～60億ドル、シン
ガポール50億ドル

1981

2003

HIV/AIDS（ヒト免疫不全ウイルス/エイズ
（後天性免疫不全症候群））パンデミック
感染者：7,000万人以上
人以上

死者：3,670万

GDP成長の減速：アフリカにおいて２％～
４％の減速

公衆衛生危機によって国民の信頼が損なわれた場合、その影
響は企業の最終損益に及ぶ可能性がある。小売、サービス、娯
楽、航空などの産業においてはとりわけそのリスクは深刻であ
る。例えば、2013年～14年におけるエボラ出血熱の流行時に
は、テキサス州の病院でエボラ出血熱の症例が報告された後、
投資家が旅行者の激減を予測したため、航空会社の株価が下
落した。また、ニューヨークのラガーディア空港の従業者数百人
が安全性に懸念があるとして出勤しなかった。2015年のジカ熱
ウイルスの流行時には損失の80％以上は、国際連合開発計画に
基づく国際観光収入の減少によるものであった。
同時に、医療機関は、スタッフに対する患者看護の過重負荷や
感染リスクなど、危機発生時に看護の提供に影響を与えかねな
い状況に直面するかも知れない。高等教育機関は、学生や地域
コミュニティへの住居その他のサービス、学生・教職員の海外旅
・流行発生時の対応が適切ではないと見なされた場合、または
社内・社外の関係者とのコミュニケーションが不完全または誤
解が生じたと見なされた場合の風評リスク

行や出張手配などの提供に由来する様々なリスクに直面する可
能性もある。
企業や機関が流行の発生を防ぐことはできない。しかしながら
対応し、修正し、回復することはできる。

「豚インフルエンザ」パンデミック
死者：151,700人～575,500人

西アフリカエボラ出血熱ウイルス・エピデミック

損失：韓国10億ドル

22か国で発生。特にリベリア、シエラレオネ、ギニア
感染者：28,646人、死者：11,323人
損失：リベリア、シエラレオネ、ギニア20億ドル

2009

2012

MERS（中東呼吸器症候群）パンデミック
22か国で発生。特にサウジアラビア、韓国、UAE
症候が出たケース：1,879人、死者：659人
損失：韓国20億ドル、政府の経済刺激策コストとして140
憶ドル

2013

2015

ジカ熱ウイルス・パンデミック
76か国で発生。特にブラジル
2,656人の小頭症および中枢神経奇形の発症者
損失：ラテンアメリカおよびカリブ諸国70億ドル
～180憶ドル

Marsh • 3

対応策の策定
疾病流行に首尾よく対応するための企業の準備には、緊急対
応、事業継続、危機管理、危機コミュニケーションなどがある。

従業員の健康

発生するパンデミックやエピデミックの進捗状況を監視すること

実際に従業員を守るために、企業は例えばその病原性の強さ、

によって、企業は危機管理、危機コミュニケーション、事業継続

死亡率、社会不安などの疾病の特徴を考えなければならない。

計画などの対応策を見直し、演習を行い、対応策の更新・修正

これを踏まえた上で従業員に起こり得る直接・間接の影響を考

を行う必要がある。

慮することが必要だ。企業は、保健所、政府、業界、その他専門
家によるガイダンスや最新情報をモニターし、従業員とその家

レジリエンシー（復元力）を維持するためには、企業は以下のよ

族、流行によって影響を受けている地域への渡航者などに感染

うな重要な項目に対する回答を用意しておくべきだ。

が疑わしいケースが発生した場合の保健当局、従業員、その他
関係者への通知などの手段を定めるべきである。

・製 品・サービスのうち最大の価値を有するものは何か？疾病
の流行によって売上がどのような影響を受けるか？
・国 境閉鎖、渡航制限、特定商品の輸出減少などの場合、自社
の対応策は作動するか？

企業は以下のことも励行しなければならない：
・感 染性疾患の他者（従業員、その家族、顧客を含む）への感
染の可能性を最少化するために従業員が取るべき手順の見
直し、または策定を行う。その他の取るべき行動として、企業

・重要な人材が失われた場合や、従業員が遠隔地就労しなけれ
ばならなくなった場合、どのように対応するのか？
・感染の恐れが重要な顧客層に影響を与えるか？

は、必要に応じて個々人に検疫を受けてもらい、隔離や追加
の消毒措置を施すことも想定しておかなければならない。
・流 行の発生や健康管理のために予防留意事項について従業
員に通知し、教育しなければならない。特に寒冷期のインフル

・公衆衛生と国家機関とどのように向き合うべきか？

エンザシーズンにおいて流行が発生した場合、従業員の健康

・自社の対応策の発動に動員すべき人員は誰か？

ことを奨励し、疾病の拡散を防ぐためのリモートワークの方針

・どのようにして自社を確実に対応させるようにするか？
企業は、個々の施設、部門、領域が潜在的な健康への脅威を早
期に認識し、組織、従業員、リソース、収入源を守るために適切
な行動が取れるように、明確に定義されたパンデミックに対す
る段階的な対策の策定を検討すべきである。企業はまた、流行
が発生した場合に、重要なサプライヤー、ベンダーおよび事業運
営と売上に影響を与える可能性を評価しておくことが求められ
る。また、サプライヤーやベンダーの代替確保や地理的分散も
検討いただきたい。
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プログラムの役割を熟考すべきだ。病気の際は自宅待機する
の策定を検討したほうが良い。

パンデミックリスクに対する保険
従業員、従業員の家族、第三者が感染した場合、または被保険者の財物や
第三者の財物が感染性疾患によって実際に汚染または影響を受けたり、そ
のように認められた場合、保険による補償が受けられる場合がいくつかあ
る。直接の物理的損害がない場合でも発動するパラメトリック型、または実
損補償型の保険も保険市場に存在する。
リスク専門家は、流行の発生に先んじて、自社が手配している保険の補償内
容とパンデミック発生時にそれらがどのように対応するかを理解しておくべ
きである。

財物保険、事業中断保険
財物・事業中断（Business Interruption/BI）保険の中には「感染性疾患の流
行/指定感染症」について時間的要素を組み込んで補償できるものがある。
日本の保険マーケットでは限定的ではあるが、約款によっては感染症に起

ⅰ

因する清浄化、除去、処置、中断費用を補償するものもある。現状において
は、このような補償につき規定した文言がない場合には保険は発動しない
ものと考えられる。例えば、感染症が被保険者の財物内または近隣に存在
するかも知れないという恐れのみを起因とし、従業員が欠勤したり、顧客の
来訪が途絶えたとしても保険が発動することは難しい。
拡張補償が付保されている場合において、指定感染症、感染症、流行発生
条項/追加特約によって補償がなされる可能性はある。権限を有する政府機
関による決定によって被保険者の所在地における事業活動が停止に追い込
まれた場合も補償の対象となることがある。感染症拡散の要因となる物質
の浄化、処置、除去に要する合理的かつ必要な費用も拡張補償によって補
償される可能性がある。これらの補償には待機期間（免責時間）が設定され
ることがある。
保険では「指定感染症」
「感染症」
「汚染」について定義を設定し、サブリミ
ットを設定しなければならない。財物保険契約においては、通常、被保険者
の財物または被保険者の施設から/への出入を妨げる財物に対して、担保危
険によって損害の発生が発動要因として要求される。この考え方は公権力

産業ごとの検証：
サービス業および飲食業
一般的に、従業員本人が顧客と密に接する産
業は、パンデミックの損害を非常に大きく被り
やすい。サービス業や航空会社は、迅速な閉鎖
とキャッシュリザーブの蓄積の必要性に考える
だろう。レストランチェーン、娯楽業界（映画館
など）、旅客船運航業界、レジャー業界の企業
も同様のリスクに直面している。
サービス業および飲食業の企業は、流行の発
生に対応する、特定の危機対応・危機コミュニ
ケーション計画を策定するとともに、定期的に
これをテストする必要がある。従業員の疾病や
親族のケア、感染防止措置などに伴う大規模
な欠勤が発生した場合の事業継続に対応する
計画を策定することも肝要だ。
サービス業および飲食業の企業は、相反する
二つの要請を両立させなければならない。それ
は、施設運営を継続させることと感染症の拡
大から従業員を守ることの二つである。企業
が従業員に仕事をすることを促した結果、罹患
した場合は、企業は訴訟や賠償責任請求の標
的となる可能性がある。
サービス業および飲食業の企業において、パ
ンデミック発生時の主要なリスクは物的損害
ではなく、顧客の来店と売上の突然の喪失で
ある。従来型の財物・事業中断保険は、通常、
物的損害や財物の損失を伴う事故によっての
み発動する。パンデミックに関連する損失が
発生した場合、補償される損害は何か、またど
のように保険が発動するか確認するための検
証が必要だ。企業は、保険手配に加えて、来店
客の急激な落ち込みという事態に備えて活用
できる現金や資金調達源を用意しておくべき
である。

行使による事業中断についての拡張補償にもあてはまる。
被保険者が指定感染症の発生に起因した被保険損害が発生したと認識した
場合、保険金賠償請求のために必要な書類を収集するプロセスを直ちに進
めることが必要である。この書類には当該事象に関する公的な詳細情報が
含まれ、以下のようなものがその例である。
・症状が診断された場所
・被保険財物との関連において感染した個人が所在した場所
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・通知を要請した当局（地方当局を含む）

産業ごとの検証：
ヘルスケア産業

・発症した日付
・被保険者が負担した原因究明コスト
パンデミックについて、物的損害の発生を必要とせずに補償が発動する保険
が日本国外には存在し、現行の事業中断（BI）保険の補償との隔たりの一部
を埋めることができるⅱ（8ページのIn Focus：パンデミックリスクのモデリン
グと保険による補償における革新

を参照）。

感染性疾患補償について、自社設備のみに限定した、物損を伴わない事業
中断の拡張補償を提供する保険もある。この補償は各国ごと、保険証券ごと
に様々である。

労働者災害保険および使用者賠償責任保険
労働者災害保険および使用者賠償責任保険は、管轄権下の補償規定に合致
し、職業そのものに起因する範囲において、感染性疾患に関連した医療費用
と給与喪失に対する補償を提供できる。ⅱ
雇用者は、既契約中の労働者災害保険および従業員賠償責任保険のうちの
医療費用補償部分が有用かどうか、特に「法律によって隔離や検疫を必要と
されるパンデミックとして指定された感染性疾患」を免責とする条項がない
か、保険仲介業者とともに確認すべきである。

企業賠償責任保険およびエクセスライアビリティ
一般賠償責任保険については、通常、保険会社は実際の傷害についてのみ
補償するとの見解である。第三者の行為による傷害の性質について精査す
る傾向にあり、
「身体障害」については補償される可能性はあるものの、感
染の恐れ、実際の症状の出ない感染、その他精神的・感情的障害について
は実際の身体障害によって生じたものでない限り保険金支払を拒絶する可

感染性疾患を取り扱うことは、ヘルスケア産業
およびそこで従事する医師、看護師、助手、技
術者、研究員、学生、保守要員などをリスクに
曝すことになる。医療専門家にとっての防衛の
最前線は、公的保健当局によって発表された
感染統制要領に従うことであり、米国におい
ては、アメリカ疾病予防センター（Centers for
Disease Control and Prevention/CDC）によ
って公表されているものがほとんどの地方およ
び州の保健当局で採用されている。医療提供
者は、医療施設認定合同機構や世界保健機関
などその他の独立系組織によるガイダンスも
参照したほうがよいだろう。
米国では、ヘルスケア従事者がその従事期間
中に感染性疾患に罹患した場合、労働者災害
保険が治療費、賃金の喪失、最悪の場合の死
亡補償を提供している。
実際の感染性疾患や汚染またはその疑いによ
って閉鎖を余儀なくされたり、施設へのアクセ
スを制限されたヘルスケア機関は、収入喪失
の損害を被る。ヘルスケア機関には、運営上の
追加費用―例えば、スタッフを防御するための
装置の追加購入、罹患により欠勤となった従事
者の追加代替スタッフの雇用費用、近隣の医
療施設が閉鎖されたことにより患者が増加し
たことに対応するための費用など―も発生す
る。別の箇所で触れたように、従来型の財物
保険・事業中断（BI）保険では、常に補償が確
保できるとは限らないが、これが多くのヘルス
ケア機関が、独自の発動規定により感染症補
償をサブリミット付きで追約している所以であ
る。

能性がある。
一般賠償責任保険は、被保険者が財物損壊を与えた場合において第三者か
らの損害賠償請求についても通常は発動するが、有形財産の物的損害また
は使用不能を証明する必要がある。保険会社は、免責事由に該当する種類
の損害賠償請求について補償できない、また財物内にウイルスが存在するこ
とだけでは物的損害を構成しない、とする立場を取る可能性がある。一般賠
償責任保険は、通常、被保険者自身が所有する財物そのものに生じた損害
は補償しない。
企業賠償責任保険については、感染性疾患免責が適用されることは一般的
ではない。しかしながら、業界によっては本免責条項が適用されずに「サイ
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危機管理の最前線において、ヘルスケア提供者
は、保健当局の要請の度合いよって、その手順
を更新しなければならない。従事者へのアップ
デート、継続的な訓練、パンデミック対応計画
に加え感染症統制要領の定期的な検証と演習
も必要だ。すべての従事者は、感染の疑いある
患者の治療方法に留意し、病院内またはヘルス
ケア提供者を取り巻く患者とその他すべての人
々の安全性を確保しなければならない。

レント補償」の状態のままだったり、その補償の一部分の買い戻しをしている
ケースもある。

海外旅行保険
感染性疾患によって発生する医療費については、通常海外旅行保険において
免責とされていない。その他の疾病と同様に補償され、追加補償として一定
のサブリミット付き（証券によって異なる）で「感染性疾患による病院への入
院または検疫費用補償」を追約できるケースもある。

産業ごとの検証：
出張に関する留意
流行の発生への対応として、政府や保健当局
は出張者に対して、流行地域への渡航回避や
留意事項の遵守を奨励することができる。政
府や保健当局から警告が発せられた場合、企
業は出張承認手続きの見直しが求められる。
例えば、流行地域への出張を再検討するため
の段階的承認プロセスが妥当である。

感染性疾患による旅行のキャンセル費用を補償する旅行保険もある。海外旅
行保険の補償がどのように活用できるか正確な理解をするべく、保険仲介業
者とともに保険証券の確認することをお奨めする。渡航危険情報の出ている
特定国に渡航する従業員については免責としているケースもある。

保険金請求に関する考察
感染性疾患の流行に伴う損害が発生する事態となる前に、企業は組織内外
の関係者の役割と責任範囲をしっかりと定めた管理要領を策定すべきであ
る。こうした関係者とは、保険金請求担当者、保険仲介業者、その他保険金請
求処理を支援できる保険アドバイザーなどである。
汚染事故、政府命令、その他の要因によって本社やその他の主要な拠点にア
クセスできないという最悪シナリオに備えた計画を立てるために、企業は保
険証券、連絡先リスト、財務・財産記録、その他の重要な書類をハードコピー
と電子データで代替拠点に保管しておくべきである。
損害が発生した場合、企業は考えらえる保険金請求に備えてデータの収集に
取り掛かることが求められる。企業は、従業員の治療や汚染浄化などに関連
するものを含む、損害情報や発生した費用を把握しておく必要がある。環境
汚染についての証拠となる写真や動画、一部または全体閉鎖となった場合の
政府命令書面などを記録として残すことも大切だ。

i. 特殊な手配方法や特殊な条件下において、補償が提供されるケースはある
ii. 欧米マーケットにおいて、当該補償手配は可能であるが、日本マーケットでは特殊な事例を除き、
一般的には、引受を行っていない。

流行地域への出張の必要性が認められた場
合、企業は従業員に対して疾病への感染や感
染防御方法について指導を行うべきである。
特に流行地域への出張者は以下に注意が必要
だ。
・高いリスクを伴う活動を避ける
・衛生に対して念入りに注意を払う
・健 康状態を注視し、疾病に伴って生じる一
般的な症状が現れた場合は治療を受ける
・緊 急時に連絡をする医療機関の連絡先を携
帯する
従業員は、出張前に「従業員緊急医療避難」
に関する方針に目を通し、
（必要な場合には）
現地の医療機関から提供される医療サービス
に加えて、またはその代替として、企業が提供
する医療はどのようなものであるかを理解して
おかなければならない。定期的に出張する従
業員については、予防接種ワクチンでリスクの
高い病原菌に対して有効な免疫を持たせてお
くことも推奨される。
最後に、出張者は空港、港湾、国境において
検診や隔離などの措置が取られる可能性があ
ることを念頭に置いておく必要がある。例え
ば、2013年から14年にエボラ出血熱の流行が
ピークに達していた際には、米国、欧州、ラテ
ンアメリカ、カリブ諸国の空港においては、西
アフリカからの渡航者は発熱がある場合には
受診が課された。受診した旅行者のうち罹患
したり、感染した人との接触の疑いのある者
は、検疫されることもたびたびあり、流行地域
からの旅行者の入国の全面禁止措置を打ち出
した国もあった。
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In focus

パンデミックリスクのモデリングと保険による
補償における革新
世界が貿易や渡航を通じてますます密な
繋がりを見せるようになってくるに連れ、
疾病の流行リスクは増大するだろう。気
候変動は疾病が影響する範囲を変化させ
る。人口増加と新たな疾病のリスクをも
たらす動物との接触もまたその要因であ
る。メディアによる報道がひっきりなしに
行われていることは、流行の脅威が広く
急速に拡大していることの証左である。
既知のリスクに対する備えとしては、保険
は通常その中核をなすものであるが、保
険マーケットは、パンデミックリスクにつ
いては補償を提供することにあまり積極
的ではなかったかもしれない。それはパ
ンデミックに伴うコストについての調査結
果がほとんどなかったためである。保険
マーケットにとって、渡航の忌避や混雑し
た場所に集まることに対する恐れなどか
ら生じる商機逸失など、感染症による間
接的な影響を定量化することが特に困難
であった。
しかしながら、モデリング会社が過去の記
録を研究し、過去の事象の定量化と今後
の流行の潜在的な影響の予測に基づく先
進的分析手法を取り入れることで、この状
況は変わりつつある。この分析には、国ご
との準備態勢、人口密度、人口動態、移動



新たなシミュレーション

疾病がもたらす影響を定量化する

コンピューターシミュレーションモデル

こうしたシミュレーションツールの開発

は、地域またはグローバルレベルにおい

に加えて、大手モデリング会 社である

て起こり得るだろう疾病感染事象を予測

Metabiotaは、致命的な疾病に直面して

することによって、損失の発生可能性を

いる人々の感情的な反応や潜在的な行動

評価するものである。例えば、このシミ

の変化を測定する感情インデックスを創

ュレーションによって、2003年のSARSや

成することによって「恐怖要素」を定量化

2014年の西アフリカのエボラ出血熱の流

した（図2参照）。このインデックスは、症

行と類似のインフルエンザ類のパンデミ

状、死亡リスク、感染の種類、その他の要

ックや流行の拡大の可能性を描き出すこ

素などの恐怖を誘発するレンジに基づい

とができる。確率モデルは、疾病の発生、

て、それぞれの病原体－ニパウイルス、エ

感染率、感染者数、医療機関の利用率お

ボラ出血熱、黄熱など―を点数化してい

よび死亡率などを提示する。企業はその

る。

費用に関心を示しがちだが、疾病拡散モ
デルは、流行に伴う経済的な影響や保険
求償を定量化する財務モデルとの組み合
わせも可能である。これらを統合的に活
用し、事象を大局的にシミュレーションす
ることによって、起こり得る財務的、人的
損失を推測できる。
こうしたモデルは、渡航経路を移動する
個人の確率およびそれぞれの経路の結
節点内における感染率を活用して様々な
シナリオでの感染および拡散をモデル化
する。単独のエピデミックのシミュレーシ
ョンにおいてでも数百万回の計算が行わ
れる。

パターンなどの変数の評価が含まれる。
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図

2

疾病の「恐怖要素」を把握することは対応計画の一助となる
Source: Metabiota

恐怖要素

ドイツ

日本

メキシコ

米国

中国

1

ニパウイルス

ニパウイルス

ニパウイルス

マールブルグ熱ウイルス

マールブルグ熱ウイルス

2

ルジョウイルス

マールブルグ熱ウイルス

マールブルグ熱ウイルス

ルジョウイルス

ルジョウイルス

3

マールブルグ熱ウイルス

ルジョウイルス

ルジョウイルス

ニパウイルス

ニパウイルス

4

エボラウイルス

エボラウイルス

エボラウイルス

チャンディプラウイルス

エボラウイルス

5

ヘンドラウイルス

ヘンドラウイルス

ヘンドラウイルス

エボラウイルス

チャンディプラウイルス

様々な流行に対して社会がどのように反応するかの理解を深めることによって、様々な組織―企業、非営利法人、政府―はより良い
対応を行うことが出来る。例えば、2014年のエボラ出血熱の流行は、ほぼ西アフリカに封じ込められたが、オランダの研究者は、
「
社会的に親密な」国で患者が隔離されたことを聞いた人々の「心理的な恐怖」が増大したことを発見した。オランダの人々は、特に
シエラレオネよりも北米において少数のエボラ出血熱の症例が出たことを目の当たりにした時、より大きな恐怖を示した。
エボラ出血熱が非常に猛威を振るったコミュニティにおいては、ある種のメディアの報道やその他のコミュニケーション、活動が一
部の人々の恐怖レベルを増大させたとの証拠がある。このことは、疾病の拡散を助長する行動が長期間にわたって続いてしまうこと
にも繋がる。その他の段階でも、研究者が推奨するのは「今後のパンデミック時のFRB（恐怖関連行動）の影響を減少させることの
できるコミュニケーション・注意喚起戦略、行動干渉、リスク制御、コミュニティ関与アプローチ（の採用）」である。
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産業ごとの検証：海運
国際連合貿易開発会議の2017年の年次報告書によれば、商船や港湾を利用した輸送は世界貿易量の80％以上を占める。このことから
も、海運業界は感染症の流行に対して特に脆弱な状況にあると言える。例えば、
・パンデミックに伴う港湾閉鎖は、航海を停止させ貨物の輸送や積み込みができないことによって発生する契約上の義務を脅かす可能
性がある。
・疾 病によっては貨物や乗組員を媒体として拡散する可能性があるため、パンデミックの影響を受けている地域から出航する船舶や乗
組員は他の港湾に入ることを禁止される可能性がある。乗組員への感染は船舶が洋上に出た後に判明するため治療や避難が困難とな
Os explibus eari dolestem sit que comni
る場合がある。
・インフラが限られている国においては、船舶や港湾はパンデミックに対処するための医療物資を輸送するための最も効率的な手段で
あり、図らずも疾病の感染を加速させてしまう可能性がある。
こうしたリスクを補償できる保険として、船主責任（P&I）保険、船主雇用責任保険、傭船主賠償責任保険などが挙げられる。パンデミッ
クによって影響を受ける可能性があるプロジェクトの操業遅延補償もある。海運会社、および海運に頼る企業は、パンデミックによって
受ける可能性のある影響から防御するために適切な補償内容になっているかどうか、自社の保険プログラムを検証すべきである。
保険以外にも、船舶や港湾の所有者および運行者は、人員や操業活動に及ぶかもしれないパンデミックの影響を軽減するために対策を
講じることができる。危機管理や対応計画については、事象が発生する前に有事に有効であることを確認するための演習が実施される
べきだ。必要に応じて、どのように検疫を実施するかについても計画の中で定める必要がある。船主や傭船者は、パンデミックによって
常用の港湾が閉鎖された場合に備えた代替港を選定しておくことも求められる。

産業ごとの検証：教育
教育機関のうち、特に大学など食事、宿泊施設、社会活動を提供している教育機関は、とりわけパンデミックによって甚大な影響を受け
る可能性がある。特筆すべき懸念事項は、教育、研究、キャリアの一環として膨大な数の学生や教職員が海外渡航をしていることであ
る。
流行の時期と状況によるが、疾病が自身や家族に影響を与える恐れがある場合には、留学生、教職員、スタッフは学校を離れて母国に戻
るか、教育機関には立ち入らないことを選択するかも知れない。同様に、海外プログラムに参加している人員は、罹患したり、渡航禁止措
置が発せられた場合に（再）入国を拒否される可能性もある。
キャンパスでは、学生、教職員、スタッフをお互いに近いところに身を置くことが多い。スポーツイベント、授業、コンサート、その他の活動
などのより多人数のコミュニティが形成されるときはなおさらである。従って、教育機関の管理責任者はパンデミックの拡大を助長してし
まう恐れに対して、考えられる収入の減少および風評損害がどのようになるかのバランスを取らなければならない。もちろん、大規模な大
学の多くは病院を運営しているので、医療を提供する組織としてのリスクと懸念も持ち合わせている。
教育機関は、パンデミックリスクに関する危機管理および危機コミュニケーション計画を策定し、同リスクについて定量化および推測す
るための分析を慎重に行うべきである。パンデミックによって活動が阻害された場合に、危機的な状況に陥る研究費もその一例である。
同様に、危機計画は感染した設備の大規模な浄化の実施や、キャンパスで検疫を受けた学生やその他の個人に隔離宿泊施設、食料、医
療サービスを観察期間中に提供するニーズにも対応すべきである。
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結論
パンデミックとの闘いは様々なの現場で発生する。グローバルな公衆衛生に
関するコミュニティは病原体の出現を認識し、その拡散を制御し、効果的な
ワクチンと治療の数々の発見を模索する。国家および地方政府は公衆衛生方
針を改善し、流行の感知とそれへの対応のための効果的な手段を策定すべく
WHOなどの国際機関と協力する。企業やその他の機関はリスク管理、事業
継続、緊急時対応計画を通じてパンデミックがもたらす経済的影響やその他
の影響を軽減しようと見込む。パンデミックを補償する保険の料率算定や手
配にも活用されるパンデミックリスクのモデリングと分析は、パンデミックと
いう不快な、しかしながら避けて通れない現実に準備を行うにあたり、企業
に重要なツールとなるだろう。
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要があります。モデリング、分析や予測等は、それぞれ固有の不確実性を有しているものです。従って、基礎となる仮定、条件、情報または要因が不正確、不完全または可変的である場合、当社の
分析等は重大な影響を受ける可能性があります。本書に記載の情報は、信頼に値すると当社が信ずる情報源に基づくものでありますが、当社はその正確性につき何ら表明や保証をするものでは
ありません。別段の契約による定めがある場合を除き、当社は当社の分析等を最新の状態に改定する義務を負うものではなく、当社の分析等または当社もしくは第三者が貴社へ提供するサービ
スについて、貴社またはその他いかなる第三者に対しても何らの責任も負いません。当社は、保険約款の適用または保険会社（再保険会社を含みます）の財政状態もしくは支払余力について何ら
の表明または保証をするものではなく、特定の補償内容が入手可能かどうかもしくはそのコストまたは契約条件につき、何らの保証をするものでもありません。保険による補償の金額、種類また
は条件についての意思決定は、もっぱら貴社の責任においてなされるべきものです。当社の助言または推奨の有無にかかわらず、貴社における特定の状況および財政状態に適した補償内容を貴
社が定める必要があります。保険の補償内容は個別の契約条項や免責事項等によって異なります。保険契約の条件、限度額、免責事項等は保険会社による個別の引受審査により決まるものであ
り、変更される可能性があります。
本書の全部または一部の無断開示・複写・複製・転載等を禁じます。
Copyright © 2020 Marsh LLC/Marsh Broker Japan Inc. All rights reserved.

