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本ガイダンスは日本政府観光局（JNTO）が AIPC（国際会議場協会）、ICCA（国際会議協会）および UFI(国際見本市連盟）の許可

を得て上述の 3 機構が発行する「GOOD PRACTICE GUIDANCE」を日本語に翻訳した資料である。会議場・展示場、イベント・大会主催者

およびその他の会合用施設に対して、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行後に円滑かつ安全な事業の再開を支援することを目的

としている。 

本ガイダンスの英語版リンクはこちら http://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=2394 
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代表者からのメッセージ 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、私たちの業界は事業の中断を余儀なくされました。これに

よって影響を受けた世界中の方々に、心からお見舞い申し上げます。社会と経済が影響を被る中で、私たちは回復

に向けて極めて重要な役割を担っています。私たちの業界は、全世界で商取引と会議の場を構築し、運営していま

す。私たちは専門家同士、分野同士、そして業界同士を結び付けています。世界中で待望されている経済的回復を

けん引していけるのは私たちです。 

私たちには経済の速い回復を可能にできるのです！MICE の会議、大会、見本市や展示会はただの大人数の集まり

ではなく、組織化された業界の会合です。私たちはすでに幾度となく、健康・安全措置を導入し、人々が顔を合わ

せる適切な環境を提供してきました。本ガイドは、今回、皆さまがもう一度それを行うための手引きとして用意さ

れたものです。 

各組織（AIPC：国際会議場協会、ICCA：国際会議協会、UFI：国際見本市連盟）を代表して、会員各位にこの参

考資料を提供できることを嬉しく思います。業界の再開に関するガイダンスの喫緊の必要性に対処するため、私

たちは世界的に連携して取り組んできました。 

ここに示した検討事項は、皆さまとその顧客を助ける上で重要であるだけでなく、業界がいつ、どのような形で業

務を再開できるのかについて最終的な判断を下すことになる各地域および国の保健当局を納得させるために必要

な許可を確保する上でも鍵となります。 

あまりに多くの資料が生み出されており、将来的な方向性を決定しようとする人々にとって困難が生じている状

況の中、本プロジェクトに取り組むに当たって、私たちは総意として、明確さと一貫性の必要性を認識していま

す。本ガイドの内容を総意として承認することにより、私たちは共通の課題に対する統合的アプローチを、別の言

葉で言えば業界のメンバーがすぐに利用できるソリューションの一元的な保管庫を、提供します。 

本ガイド、およびそれに先立つ 2 つの新型コロナウイルス感染症関連のガイドは、私たちの組織の博識な会員に

よる多大な、そして今なお継続中の努力の成果なしには実現し得ませんでした。彼らが持つ経験、専門知識、そし

て高度な関連性のある情報源へのアクセスによって、本ガイドを時宜にかなった形でまとめることが可能となっ

たのです。業界全体を代表して、彼らの貢献に関与したすべての人に謝意を表します。この点に関しては、2 ペー

ジにある私たちが特定した貢献者のリストをご覧ください。 

AIPC 会長 アロイシウス・アーランド| ICCA 会長 ジェームズ・リーズ | UFI 会長 メアリー・ラーキン 

                                                        
1 Boardroom@Crisis BVは AIPC、ICCA及び UFIの 3者で構成される団体。 
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世界的な新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、当業界、そして広く商業と社会全体に深刻な、未曽有の影

響をもたらしている。感染の第一波が拡大を続ける中、全世界のほぼすべての会議場・展示場が業務の中断を余儀

なくされた。2020 年 3 月初旬、AIPC と UFI は広がりつつある危機に対する会員による管理を支援するため、グ

ッドプラクティスガイダンスを公表するとともに、さらに同年 4 月には、会議場・展示場の一時的な緊急施設と

しての転用に関するガイダンスを公表した。救急病院、居住施設、あるいは予備的な健康テスト実施場所としての

使用を想定して設計されたものではないにもかかわらず、困難に際して多くの会場が地域社会の中でそうした役

割を担っている。 

そこで本ガイダンスではその次のフェーズ、すなわち事業の再開に焦点を当て、AIPC、ICCA および UFI は協力

して世界各地からグッドプラクティスを収集・編纂した。この新しい「ポスト新型コロナウイルス感染症」の時代

の幕開けに際して、AIPC、ICCA および UFI が（今一度）結束し、緊密に協力していく必要性はどれほど強調し

ても誇張には当たらない。その理由は、イベントを適切に、安全に、責任ある形で運営する方法に関して知識上の

大きな空白がある一方で、大半の国ではまだ明確な要件がほとんど定義されていないことにある。 

そのため、優れた実践の方法に関するグッドプラクティスの収集、照合および提示はこれまで以上に重要なもの

となっており、基礎として活用可能な実践的情報源の整備もそれに対応して価値あるものとなっている。UFI が

2020 年 5 月 5 日に発表した、それ自体が大きな努力の成果であり画期的な達成である「新型コロナウイルス感

染症以後の見本市および B2B の展示会の再開に関する世界的フレームワーク（Global framework for reopening 

exhibitions and B2B trade events post the emergence from COVID-19）」を基に、AIPC・ICCA・UFI が共

同で作成した本ガイダンスはそうした情報源となることを目指し、会員によって実践され始めているグッドプラ

クティスを可能な限り編纂している。本ガイダンスでは、他の業界や組織からのグッドプラクティスも選定し、収

録している。 

AIPC、ICCA および UFI は、本ガイダンスがあくまでも実例に基づいたガイダンスであることに力点を置いてい

る。健康、安全、環境、コンプライアンス、および法令に関する市区町村および国家レベルでの具体的な要件は、

国、サービスおよび製品ごとに大きく異なっており、本ガイダンスはそうした要件を代表することや置き換える

ことを意図したものではない。 

同時に、私たちは読者に対し、会場そのものはイベント体験全体のあくまで一部に過ぎないということ、また、施

設としてのバランスの取れた対応には宿泊施設、交通やメイン会場以外の会場など、その他の要素に対する措置

も含まれなければならないということについて認識を促したい。ここで私たちが焦点を当てているのは主として

会場に関してであるが、上記のような他の重要分野をより直接的に取り上げた多くのガイダンスが入手可能とな

ってきており、再開の決定プロセスに加わる可能性のある顧客、主催者および政府機関が恩恵を受けられるよう、

それらを参照することを推奨する。 

本文書は、AIPC、ICCA および UFI の貢献者たちの大規模なチームにより、多大な時間と労力を費やして作成さ

れたものであり、私たちは彼らのあらゆる貢献に心から感謝している。主要な貢献者を以下に記す。 
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AIPC・ICCA・UFI 合同安全セキュリティ・タスクフォースのメンバー： 

カルロス・モレノ・クレメンテ | モビリティ責任者、フィラ・バルセ

ロナ（Fira Barcelona） 

スニル・ゴビンド | 施設管理・運営担当シニアディレクター、バンガ

ロール・インターナショナル・エキシビション・センター 

リク・ホーヘンドールン | 安全・セキュリティ担当マネージャー、RAI

アムステルダム 

ダレン・ホーン | セキュリティ・安全担当シニアマネージャー、メル

ボルン・コンベンション・エキシビション・センター 

セトゥ・メノン | オペレーション担当シニアバイスプレジデント、

DWTC ドバイ 

マーク・レイドロー | オペレーション担当ディレクター、スコティッ

シュ・イベント・キャンパス 

ミキエル・ミッデンドルフ | ゼネラルマネージャー、ワールド・フォ

ーラム 

ロバート・ヌーナン | 最高情報セキュリティ責任者（CISO）、ボスト

ン・コンベンション＆エキシビション・センター | マサチューセッツ

会議場管理局（MCCA） 

デニス・スピート | 最高執行責任者（COO)、ICCA 

トマス・フォン・トーチャニノフ | 安全・セキュリティユニット責任

者、ストックホルムマッサン（Stockholmsmassan） 

ムハンマド・ユスリ | 会場セキュリティ・犯罪防止・業務運営担当マ

ネージャー、SingEx 

加えて、以下の AIPC・ICCA・UFI メンバーおよび他の専門家から特

別に支援を受けた。 

デシレー・バルトゥセン | コンベンション担当ディレクター、アホ

イ・ロッテルダム（Rotterdam Ahoy）（オランダ） 

ピーター・ビント | オランダ海軍少将（退役） 

アンジェリン・ファン・デン・ブルーク  | グローバル事業開発・マ

ーケティング担当ディレクター、クアラルンプール・コンベンション

センター（マレーシア） 

ディエゴ・コルテーゼ | 商業会議場担当バイスプレジデント、ドバ

イ・ワールド・トレード・センター 

マット・コイン | グループ・コマーシャル・ディレクター、GES（英

国） 

レイ・デイ | 副会長、スタグウェル・グループ（Stagwell Group）

（米国） 

デニス・デルフォージュ | CEO、ブリュッセル・エキスポ（Brussels 

Expo）（ベルギー） 

アイリーン・ヘイズ | 会場プランニング担当マネージャー、ドバイ・

ワールド・トレード・センター 

アンジェラ・ハーバーホルツ | プログラム担当マネージャー、UFI 

ジョーン・ケルウェイ | CEO、インフォ・サロンズ・グループ（フリ

ーマングループ企業）（オーストラリア） 

ミヒャエル・クルップ | ゼネラルマネージャー、上海新国際博覧中心

（SNIEC）（中国） 

マーク・メイドン | 商業担当ディレクター、クラウド・コネクテッド

（英国） 

エデュアルド・ロドリゲス | オペレーション担当ディレクター、タル

スス・メヒコ（Tarsus Mexico） 

エルフィ・ファン・デル・ファルク | COO、ファン・デル・ファルク・

ケア（Van Der Valk Care）＆ファン・デル・ファルク・ビタール（Van 

der Valk Vitaal）（オランダ） 

フランク・ヤン | マーケティング・事業開発担当ディレクター、

KINTEX（韓国） 

本ガイダンスの情報の執筆、編集、収集、審査および形式の統一に関する調整は、ハーグに本拠地を置く Boardroom@Crisis 

BV のグレン・シェーンが行った。マデライン・アイホーンはリサーチを補佐した。 
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 本ガイドの使用法 

本文書のグッドプラクティスに関する情報は、大きく以下の 6 つの章に分けられている。 

1 

フレームワーク 

2 

スタッフ・来場者

の安全 

3       

フィジカル    

ディスタンシング   

（物理的距離の確保） 

4 

健康・安全対策 

5 

群衆管理の実施 

6 

対策の奨励と徹底 

以上の 6 つの章は、UFI が 2020 年 5 月 5 日に発表した

フレームワーク（見本市、イベント、大会、会議に関わる

多様なステークホルダーの連携により策定されたもの）に

従って情報を体系化することを意図しており、業務運営の

主要な分野を可能な限り包括的に対象としている。第 4 章

「健康・安全対策」には、多くの一般知識に加え、以下の

5 つの特定分野に一部焦点を絞った資料が含まれている。 

a | コミュニケーション 

b | 危機管理 

c | 食品・飲料・バンケットサービス 

d | 交通・ロジスティクス 

e | 第三者サプライヤー 

すべての章はさらに複数のセクションに分かれている。こ

れらのセクションは UFI のフレームワークの概要に沿っ

ており、一部内容が追加されている。提供される情報は必

ずしも一つの章またはセクションのみに収まるものでな

いため、必然的に一部重複が存在する。 

AIPC、ICCA および UFI のマネジメントは、本ガイ

ダンスが新型コロナウイルス感染症流行後における、

各会場の円滑な再開と国際会議・イベント業界の回復

に貢献することを望んでいる。 

個々の会議場・展示場によって、背景や運営環境は、（保

健機関の規則、プライバシー規則その他の要因により）大

きく異なることになり、また会場自体が規模や構成、立地

およびサービスの点で異なるため、本ガ 

イダンスの利用を検討する際にはさまざまな計画、プロト

コルおよび手順に対する推奨度、妥当性およびバランスを

考慮すべきである。 

文書または他の情報源が本文中で言及されている場合、そ

れらはほとんどの場合、記載されているハイパーリンクに

より、またはインターネットでの検索によるそれ以外の方

法で直接的に取得できる。提示されている AIPC、ICCA お

よび UFI の加盟組織による文書はすべて、各組織による

許可を得た上で、会員資格と業界の向上のために使用され

る。 

用語に関する注記： 多くの人々が同一の事項に対して複

数の用語を使用しているため、読者には、本文書で使用さ

れる用語に関して、ある程度の柔軟性を発揮することが求

められる。例として、「健康と安全」と「公共の安全」、「対

策」と「管理措置」、「大規模な流行」と「パンデミック」、

「コロナウイルス」と「COVID-19」などが挙げられる。

さらに、本文書を通じて「HSE」という略語が使用されて

いる。これは「健康・安全・環境（Health, Safety and 

Environment）」を意味し、新型コロナウイルス感染症対

策が講じられている業務の領域に言及する際に業界で広

く使用されている用語であるが、一般的なものではないこ

とは確かである。利便性を考慮し、私たちは本文でこの用

語を広く採用している。以上を踏まえ、本ガイダンスを閲

覧・利用する際には、文書内で使用される用語に対して柔

軟に対応されたい。読者の配慮に対し、事前に謝意を表す

る。 

責任放棄声明： AIPC、ICCA および UFI は公表資料の正

確性を期すためあらゆる努力を行っているが、今回の公表

資料内の誤り、誤植または古くなった情報について責任を

問われない。AIPC、ICCA および UFI は、本公表資料に基

づいて下された結論や講じられた措置について責任を負

わない。
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1 グッドプラクティス：フレームワーク 

新型コロナウイルス感染症のリスクに対処する上でのフレームワークの利用は、新たな計画や手順を体

系化された形で提案する人々にとって極めて重要であり、そうした計画や手順を可能な限りセクターや

業界全体で実施しようとする場合には特にそれが当てはまる。積極的に明確さを示し、要件の定義に資

する基礎的な水準の標準化を目指すため、UFI は特別なフレームワークとして「新型コロナウイルス感

染症出現以後の見本市および B2B の展示会の再開に関する世界的フレームワーク」を 2020 年 5 月 5

日に発表した。この枠組みに、AIPC および ICCA の会員の間でのより幅広い適用のために一部を修正し

た上で、以下に示している。 

元々の UFI フレームワークは、タスクフォースに貢献した組織と承認者のリストと共に、

https://www.ufi.org/coronavirus/ で入手できる。 

1.1 ビジネス再開のための新型コロナウイルス感染症リスク管理フレームワーク 

 

I | スタッフ・来場者の安全の確保 計画時 運営時 イベント終了後 

リスク分析の実施。 x x x 

予防用資材の使用を管理する（マスク、消毒

薬、ティッシュの提供など）。 

x x x 

 

II | フィジカル・ディスタンシング    

（物理的な距離の確保） 

計画時 運営時 イベント終了後 

バリアを導入し、フロアマーキングによりすべ

ての列、会議室および公共スペースにスペース

規制を表示する（エントランスホール、レスト

ラン、配膳用出入口、トイレなど）。カウンター

に透明な物理的パーティションを加える（受

付、登録、カスタマーサービスなど）。 

x x x 

空気循環のため、ブース間に広い距離を空け、

通路を設ける。 

x x x 

サイドイベントや分科会用の小会議室をカンフ

ァレンス形式のレイアウトで管理し、物理的距

離の確保を図る。 

x x  

 

III | 健康・安全対策の拡大 計画時 運営時 イベント終了後 

https://www.ufi.org/coronavirus/
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アクセス管理を有効化し、健康スクリーニング

を実施する（一元的な体温モニタリングなど）。 

x x x 

健康スクリーニングテストに合格しなかったス

テークホルダーに対処する、またはその入場を

拒否するガイドライン／プロトコルを使用する

（隔離区域の設定、地域の疾病管理部局への通

知など）。 

x x x 

共用エリアのクリーニング・衛生・消毒体制を

管理する。 

x x x 

消毒・手洗いステーションを設ける。 x x x 

非接触ポリシー（握手を避けて別の挨拶の仕方

を検討する、非接触型決済を推奨する、安全な

やり取りのための出展者・出席者・来場者用専

用スペースを設計するなど）。 

x x x 

会場・展示ホールその他の施設を換気し、空調

および空気ろ過プロセスを確保する。 

x x x 

廃棄物処理の頻度を調整する。 x x x 

出展者と主催者が、ブース、展示およびプロモ

ーション資料について清掃・消毒体制を強化で

きるようにする（公表資料を電子化するよう提

案するなど）。 

 x  

コミュニケーション x x x 

危機管理 x x x 

食品・飲料・バンケットサービス x x x 

交通・ロジスティクス x x x 

第三者サプライヤー x x x 

 

IV | 群衆管理の実施 計画時 運営時 イベント終了後 

出席者フロー管理（アクセスルート・行列用ス

ペース・入口・出口の監視、イベントエリアの

分割、アクセス管理など）。 

x x x 

登録プロセスの調整、オンサイトでの接触を減

らすことを目的とした設営の管理（可能な限り

 x  
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オンライン登録を奨励する、自宅でバッジをプ

リントするなど）。 

展示会場にいるステークホルダーの数の管理

（展示ブースの設計の合理化・簡素化またはス

ペースのみのスタンド設計と設置・解体に要す

る時間を削減できる設営方法、設営と解体のス

ケジュールを長めに取るなど）。 

x  x 

展示会場と会議スペースにいる出席者の数の管

理（展示会の安全管理責任者の提案に従って、

会場・ホールの総床面積に基づいた人数制限を

行う、チケットごとに特定の日や時間などの時

間枠を割り当てるなど）。 

 x  

提供されるケータリングを管理して物理的距離

の確保を図るとともに、追加的な衛生対策を奨

励する（レストランエリア内でテーブル間の距

離を取るとともに収容人数を制限する、ビュッ

フェ形式のサービスステーションを避ける、あ

らかじめ個包装された食物を提供するなど）。 

 x  

 

V | 対策の奨励と徹底 計画時 運営時 イベント終了後 

対策および清掃体制を掲示し、誰もが利用でき

るようにする。 

x x x 

関与するすべてのステークホルダーの役割と責

任を明確に定義した法的フレームワークを利用

する。 

x x x 

現地当局と直接的なコミュニケーションを確

立・維持する。 

x x x 

医療サービスポイントを設置する（医療支援、

患者の取り扱い、処置および臨床支援、患者の

移送および治療、医療廃棄物管理など）。 

x x x 

防疫に関する訓練を管理する（消毒剤の使用、

公共の場所のクリーニング、救急資材の処分に

関する技能の習得など）。 

x   
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登録情報をオンサイトで検証し、適切な場合、

保健当局への通知プロセスを管理する。 

x x x 

新しい情報源を監視し、それに従って行動する

ためのプロセスを確立する（地域のニュースや

ポッドキャストの追跡と風評管理を実施するチ

ームの任命、防疫・疫病管理メカニズムの確立

など）。 

 x  

オンサイトの懸念事項に対処し、すべての出席

者からの質問に答えるための手順を管理する

（ホットラインなど）。 

x x x 

群衆の動きをリアルタイムで監視し、それに従

って行動するプロセスを確立する（テクノロジ

ーを利用したイベント参加者の追跡、リストバ

ンド、モバイルアプリによるヒートマップな

ど）。 

 x  

1.2 新型コロナウイルス感染症リスク管理フレームワークの適用 

このフレームワークを適用するに当たって、聞き取りやコメントを通じて特定された、AIPC、ICCA お

よび UFI の幅広い会員の間で構築されつつあるグッドプラクティスには以下が含まれる。 

1 | フレームワークを主導する特定の人物を任命し、その役割に具体的な名称を付与することを検討す

る（例：最高衛生責任者［Chief Hygiene Officer］、最高保健責任者［Chief Health Officer］、最高ウ

イルス管理責任者［Chief Virus Control Officer］、最高感染管理責任者［Chief Infection Control 

Officer］、最高リスク責任者［Chief Risk Officer］）。これにより地位、中心および明確性が生まれ、顧

客や規制当局その他のステークホルダーに対して、安全衛生の取り組み（に対する責任を担うこと、お

よびリーダーシップを発揮すること）と「管理された環境」の達成を重視し、強調していることを示せ

るようになる。 

2 | フレームワークの適用に当たって、法務とコンプライアンス、さらに必要な場合には人事と IT の

専門家も密接に関与させる。彼らは対策の（将来的な）適用に不可欠となる可能性のある健康安全チー

ムに専門知識を提供できる。ワールド・フォーラムのゼネラルマネージャー、ミキエル・ミッデンドル

フはハーグで次のような見解を示している。「私たちの安全・セキュリティチームは、サーマルカメラ健

康スクリーニングソリューションの組織化をかなりの程度進めていたが、現在のオランダの労働および

プライバシー関連法の下では厳密に言ってそれは違法であることが判明した。早期にそれが分かったの
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は良かった。現在、私たちはフレームワークを実施する際、業務のあらゆる分野において、安全以外の

規制の側面についてもカバーできているか入念にチェックするようにしている。」 

3 | フレームワークの適用と実施に当たって、対策に関する各国政府のガイダンスを可能な限り利用す

る。スコティッシュ・イベント・キャンパス（SEC）のオペレーション担当ディレクター、マーク・レ

イドローは次のように述べている。「政府のガイダンス、特に国レベルのガイダンスへの対応を誤っては

ならない。例外的に、地方的な健康・安全ガイダンスに関する課題があって、それに合わせて国のガイ

ダンスが調整されるということはあるが、基本的には地方が国に従う。そしてほとんどの場合、国のガ

イダンスはさらに WHO などが公表する、権威ある国際的なガイダンスに合わせて調整される。しかし

通常は、国のガイダンスが最も安全である。」 

4 | パートナーや他のステークホルダーに対し、フレームワークの使用について常に情報を提供すると

ともに、それを使用して彼らを積極的に関与させ、彼らがフレームワークの導入について適宜支援、整

合の確保および統合を図れるようにする。非常にシンプルなものからオープンソースの「オール・セキ

ュア・スタンダード（All Secure Standard）」イニシアチブのように高度なものまで、健康安全に関す

る新しいアイディア、対策およびフレームワークが急速に広がっているのは MICE 業界に限ったことで

はなく、それとつながりのある他の業界も同様である。ホスピタリティ、トラック輸送から設備のメー

カーに至るまで、企業や団体はいずれも多くの新しい知識やアプローチの創造に取り組んでいる。自ら

のパートナーや主要ステークホルダーに常に情報を提供し、可能な場合には調整を図ることは連携をよ

り円滑化し、取り組みで無駄が生じることの防止につながるはずである。 

 

健康安全リスク管理に関して、価値の高い一連の研究成果が具体的な産業セクターに関して構築されて

きている。 

メルボルン・コンベンション・エキシビション・センター（MCEC）のセキュリティ・安全担当シニアマ

ネージャーであるダレン・ホーンは次のように考察している。「公衆衛生リスクに関する懸念は、ステー

クホルダー間での協力を促進する上で非常に大きな要因となっている。官民パートナーシップはしかし、

場合によっては複雑なものとなる。新型コロナウイルス感染症の危機によって、緊密で非常に前向きな



AIPC・ICCA・UFI グッドプラクティスガイダンス |ビジネスイベント再開に向けた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応 

p.12 

エンゲージメントが生まれている。共通のフレームワークを部分的に利用して他者に情報を提供し、調

整を図り、そして支援を行うことは、健康安全に関する私たち自身の進歩にとっての鍵となっている。」 

5 | 規制当局に関して、業務の早期再開に関する「最終意思決定者」を特定し、その当局に対して早期

に働きかけを行う。 新型コロナウイルス感染症の危機以前には、一般的に現地の当局が会場やイベント

に対して最も大きな管理権を行使していたが、今や多くの国でこの権限は（一時的にではあれ）より上

層へと移行し、国の政府機関が新型コロナウイルス感染症に関する健康安全上の要件の検討および公表

を独占的に行うようになっている。上海新国際博覧中心展示会会場（SNIEC）のゼネラルマネージャー、

ミヒャエル・クルップは次のように指摘する。「私たちは自治体とそれより上のレベルの両者と素晴らし

い関係にあるが、アプローチがもう少しバランスの取れたものであったならば、プロセスの中で、自治

体に対する早期の働きかけを重視したことがより効果的になっただろう。政府は主催者と会場の両者に

対して「業務再開に向けたスケジュール」を遅らせることができるため、今は両者が緊密に協力しなけ

ればならない時だ。自分たちの側で政府への準備が整っていて、新しいフレームワークの健康対策が整

備されていたとしても、上位の政府の側で自分たちへの準備ができているとは限らない。そして、その

ことに気付くのが早ければ早いほど、それにより早く対処できる。」 

6 | チェックリストに従って監査し、その評価を行う。 HSE、HSE 以外および外部のスタッフの組み

合わせでこれを実施し、健康管理対策の実績をチェックする上で一定水準の独立性の獲得を図るととも

に、独自に改善のアイディアを考案しているかもしれない作業現場の人々から洞察を得る。そうしたア

イディアを把握・検討し、有用なフィードバックを反映して改善を図る。現在はまったく新しい状況で

あり、内部スタッフは何が有効で何がそうでないか、そしてどうすれば業務を（さらに）改善できるか

を判断する上で有用となる。付録 1 に、フォーチュン 150 社に含まれるグローバル企業、リア・コーポ

レーションが考案した「一般的消毒措置」に関するシンプルな監査用チェックリストの例が記載されて

いる。正しく実行しているかと 2 番目の問いに答えるには、実際の経験と新しい知識に照らして前提条

件をチェックするとともに、以前使用していた規範について、継続的に有効であるかを批判的な眼で検

証するという、よりクリエイティブな形のリスク管理の思考法が求められる。 

7 | クライアントがフレームワークに関してさらに追加的な要求を行う可能性があることを念頭に置い

ておく。 ICCA の COO であるデニス・スピートは次のように述べる。「新型コロナウイルス感染症の大

流行が始まった当初でさえ、一部の組織はイベント主催者に一連の追加的な健康管理上の要求を行い、

その中にはかなり広範囲に影響を与えるものもあった。このことはフレームワークを採用し、その実施

と管理において行ったあらゆることを文書化しておく重要性を証明しているが、それはまた、要求水準

の高いクライアントに対して柔軟に対応できるよう準備しておくべきだという注意喚起でもある。」 フ

ィラ・バルセロナのモビリティ責任者であるカルロス・モレノ・クレメンテは「主要クライアントを当

初から参画させれば、彼らにとっても有効な計画と対策を立案・採用できる」と付言する。 
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8 | 機会を捉えて、フレームワークを注意義務とグッドガバナンスの取り組みの一環として位置付け、

強調する。 注意義務に関する法制は多くの国で異なるが、通常は会場または施設が作業上安全である必

要があることと、安全に訪れることができる必要があることの 2 点に集約される。フレームワークを使

用していることは、これら 2 つの注意義務の充足を図るための取り組みを強調するものとしてアピール

できる。 

9 | フレームワークの実施を促進するためによく知らない企業を選定する場合、正当性の調査に投資す

る。 本ガイダンスにインプットを提供している一部の施設は、一連の「いかがわしい人物、無鉄砲な人

物、詐欺師たち」から接触があり、健康安全上の改善を支援するサービスを提供したいとの申し出を受

けたと報告している。特に設備や新しい健康スクリーニング技術の調達業者に関しては、ビジネスを行

おうとする相手方当事者について可能な限り徹底的にチェックを行うこと。 

10 | 業界全体にわたる将来的な変化を予測し、柔軟性を保つようにする。 AIPC の CEO であるスベ

ン・ボスは次のように考察する。「将来の（安全な）イベント会場がどのようなものになるのかは、会場

に関わるあらゆるプロフェッショナルが答えようとしている問題だ。変化しつつある顧客からの要件と

規制上の要件、ならびに技術革新に基づき、そうした新しいモデルを定義することは、業界全体にとっ

て大きな課題の一つとなるだろう。私たちは、会場と主催者双方にとっての価値創造に明確に焦点を当

てた話し合いを主導し、促進することを目指している。」 この大規模な変革のプロセスには時間を要す

るだろう。そして、新型コロナウイルス感染症からの再開に向けた課題を管理する上での基礎となるフ

レームワークは、それに伴って変更される可能性がある。 

11 | 権威あるソースおよび情報源を使用して、フレームワークの実施を促進する。 効率的でかつ実効

性のある健康・安全フレームワークに向けた取り組みにおいては、取り入れる情報の信頼性、品質およ

び検証可能性が重要となる。フレームワークの実施に使用可能な資料を含む、新型コロナウイルス感染

症に関する AIPC と UFI によるこれまでの主な情報源には以下がある。 

新型コロナウイルス感染症関連の諸課題に関する AIPC・UFI のグッドプラクティスガイダンス 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_C

V19.pdf  

会場の一時的緊急施設としての使用に関する AIPC・UFI のグッドプラクティスガイダンス 

https://www.ufi.org/wp-

content/uploads/2020/04/AIPC_UFI_Good_Practices_Guide_TEF_UFIr.pdf  

12 | フレームワークの実施に当たっては、総体的に考える。フレームワークの実施とその趣旨、すなわ

ち保証された、（生物学的に）安全な環境の創造の実現に当たっては、可能な限り範囲の広いアプローチ

http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_CV19.pdf
http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_CV19.pdf
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/04/AIPC_UFI_Good_Practices_Guide_TEF_UFIr.pdf
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/04/AIPC_UFI_Good_Practices_Guide_TEF_UFIr.pdf
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を採用する。ドバイ・ワールド・トレード・センター（DWTC）のチームにとって、これは参加者によ

る航空会社の選択、滞在場所の選択、施設までの交通手段からイベントのフロアに至るまで、バリュー

チェーン全体を考慮することが有益であることを意味した。DWTC チームはこの中で、フレームワーク

の価値を拡大し、カスタマージャーニー全体を通じて適用されるものにするため、支援可能な上流部分

の業者を考慮し、連絡を取って関与させることと、商業上および運営上の観点から、バリューチェーン

全体に関与する事業者を参画させるよう努めることが重要であると考えた。 

 

2 グッドプラクティス：スタッフ・来場者の安全 

フレームワークに関連したグッドプラクティス第 1 セクションに続いて、以下の各セクションではスタ

ッフおよび来場者の安全について概説する。 

2.1 リスク分析 

新型コロナウイルス感染症の抑制と「管理された環境」に向けた取り組みのため、健康安全リスク分析

が進められている。ほとんどとは言えないまでも、世界の多くの政府保健当局にとって、世界保健機関

（WHO）のリスク評価ガイダンスは主導的な準拠点である。大人数の集まりの開催を制限、修正、延期、

キャンセルまたは進行させるいかなる決定も、原則として、当該イベントに特に合わせて調整された、

厳格なリスク評価の実施に基づいたものであるべきである。WHO のガイダンスは、大部分の国のガイ

ダンスにも、そして実際にほとんどの業界のリスク評価のコンセプトにも浸透しており、その規範は新

たに策定されるほぼすべてのガイダンスにおいて採用され、参照されている。その一例がグローバル・

バイオリスク・アドバイザリー・カウンシル（GBAC、クリーニング業の国際的な団体である ISSA の一

部）の業績であり、それはイベント主催者業界の著名企業であるリード、クラリオンおよびインフォー

マが共同で作成した新しい「All Secure Standard」において重要な役割を果たしている。 

WHO のツールセット、および健康安全リスク評価についての背景情報は以下の WHO のウェブサイト

で閲覧できる。 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance-

publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-

85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-

7c11b7139e43&healthtopicshidden=true&publishingoffices-hidden=true  

1 | HSE チームを支援するために、専門的サポートの雇用を検討する。新型コロナウイルス感染症に関

するリスク評価について、専門の会社が各会場およびイベントの健康・安全担当スタッフへのオリエン

テーションを支援し、彼らのニーズに合わせて評価を調整する役割を担うことが多い。健康安全リスク

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance-publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-7c11b7139e43&healthtopicshidden=true&publishingoffices-hidden=true
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance-publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-7c11b7139e43&healthtopicshidden=true&publishingoffices-hidden=true
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance-publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-7c11b7139e43&healthtopicshidden=true&publishingoffices-hidden=true
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance-publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-7c11b7139e43&healthtopicshidden=true&publishingoffices-hidden=true
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評価の詳細には依然として大きな差異があるものの、WHO のフレームワークの適用と複数の尺度およ

びテンプレートの使用に関しては、複数の分野でグッドプラクティスが現れてきている。 

グッドプラクティスの一例である、スコットランド・グラスゴーにあるスコティッシュ・イベント・キ

ャンパス（SEC）で使用されているリスク評価ツールは、共に英国企業であるフェアハースト（Fairhurst）

とマレー・スポート アンド・メディシン（Murray Sport & Medicine Ltd.）が開発した「（健康安全）

リスク登録簿」である。いずれも主導的な国際コンサルティング企業であり、国際イベントの安全と医

療リスクの緩和に深く関与している両社は、2020 年 1 月から新型コロナウイルス感染症に関する WHO

のリスク評価フレームワークの最適化に取り組んでおり、この反復的なプロセスによって詳細な HSE リ

スクツールが生み出されている。AIPC、ICCA および UFI は、SEC およびフェアハーストとマレー・ス

ポート アンド・メディシンの協力により、付録 2 に「リスク登録簿」の 1 バージョンを提示できるこ

とに感謝している。 

 

2 | 健康安全リスク評価に「在宅作業者チーム」を忘れずに含める。 イベントの準備や業務運営の実

行・補助に関して在宅作業者のチームに依存していて、かつ注意義務も果たしたい場合、彼らもまた可

能な限り安全な環境にあることを保証する必要がある。 

3 | 施設またはイベントの準備に当たって、任意の、または現在の保険会社と直接協力し、新型コロナ

ウイルス感染症関連のリスクおよび課題解決策を評価することを検討する。 ほとんどの保険会社はリ

スク評価の専門家を擁しており、多くの保険会社はこれらの専門家を個別のプロジェクトに従事させて

いる。リスクの評価と緩和措置の策定において専門知識のメリットを受けられるだけでなく、パートナ

ー、規制当局その他のステークホルダーにそういった作業を行っていることを印象付けることができ、
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さらに保険会社との関係いかんによっては、特定のイベントに関する保険の付保に関して信頼のある関

係を構築することや、さらに割引での付保につながる可能性さえある。 

4 | 会場では、人々の活動フローを基にした HSE 関連リスクの評価および課題解決策の発見を支援す

るため、複数の小規模な「分析チーム」を立ち上げることを検討する。 フィラ・バルセロナの安全・セ

キュリティ部門に所属するカルロス・モレノ・クレメンテは、施設におけるスタッフと来場者の一連の

経路と活動全体を分析するマッピングのプロセスのおかげで、各チームが発見しにくい安全リスクを特

定し、それに対して優れた対応策の選択肢を考案できるようになっていると述べる。彼は以下のように

考察する。「私たちは会場と手順に精通した 2～5 名のチームを活用したアプローチを一貫して採用して

いる。駐車場から階段、行列、クローク、そして案内所に至るまで、私たちは徹底してそれら特定のエ

リアやサービスをチェックしてリスクを体系的に評価し、同時にブレインストーミングにより対応策を

模索している。それはそれまで見えなかったリスクや考えたことのなかった対応策の特定に有用である

だけでなく、あるエリアのリスクが他のリスクとどのように結び付くのか、あるいは到着する人の流れ

を転換することによってクロークなどのサービスへのプレッシャーを減らしたり、プロセスをデジタル

化して物理的なやり取りを回避したりといった形で事前に管理できるのかを知る上でも有用であること

が分かっている。」 

ドバイ・ワールド・トレード・センター（DWTC）では、同様のアプローチを用いつつも異なる準拠点

を出発点としており、2020 年 4～5 月にかけての取り組みを以下の 5 つの経路、すなわち「ジャーニ

ー」に分け、それぞれについてリスクの特定とそれへの対処を行った。 

1 | カスタマージャーニー 

2 | 主催者のジャーニー 

3 | 出展者のジャーニー 

4 | 従業員のジャーニー 

5 | 外注業者のジャーニー 

これらをそれぞれ細部にわたって丹念に検証した上で、DWTC チームは各ジャーニーについてすべての

健康安全タッチポイントを細心の注意を払って特定し、イベントの準備期間、交通、宿泊施設および従

業員の家庭での健康への配慮などもすべて含まれるよう徹底を図った。 

5 | HSE チームが、他の業界の健康リスク評価に関する新しい動向についても監視するように徹底を図

る。既存の知識のみに固執したり、ただ業界の同僚にアプローチして改善を図ったりすることでは、多

くの場合、価値は徐々にしかもたらされない。新型コロナウイルス感染症は多くの点で大きな変革をも

たらしており、その一つが HSE リスク評価である。新しく発表されているリスク評価モデルについて監
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視すべき場所としては、病院・保健、商業不動産、軍事、標準化機関の各セクターの HSE 部門の刊行物

がある。 

6 | 二次的なまたは新たなリスクを防止するため、リスクを評価・抑制するためのテクノロジーの活用

は慎重に検討する。 特定の種類の管理措置の適用が新たな、またはその他の危険をもたらす可能性があ

るため、業務運営および対策全体を通じてリスクを評価することが重要である。例えば、健康リスク評

価の結果としてアクセス管理措置（非接触）として顔認証技術が導入されれば、顔読み取り装置を使用

するため人々がマスクを取る（そしてそれに触れ、不十分な形で付け直す）ことによって、マスクの着

用のリスク管理措置に抵触することになる可能性がある。 

7 | 新型コロナウイルス感染症に過度に注力してしまうことで、他のリスクを無視しないようにする。 

スコティッシュ・イベント・キャンパスのオペレーション担当マネージャー、マーク・レイドローは次

のように指摘する。「コロナウイルスは私たちに大きな課題を提示している。私たちのイベントの規模へ

のリスクと影響を評価する際には、以前から管理してきた他のリスク、特にセキュリティを見失わない

ようにすることが大切だ。すべてのリスクを評価し、あるリスクが他のリスクに悪影響を及ぼさないよ

うにするのが私たちの仕事である。適切なバランスを見つけなければならない」。 

2.2 予防用資材の使用の管理 

1 | 予防用資材の購入・保管・配布・使用に関する管理のあらゆる側面において厳格であるようにする。 

個人用防護具（PPE）から手指消毒剤、拭き取り用繊維に至るまでの健康安全に関する予防用資材の供

給管理に当たっては、以下を考慮する。 

• 可能な場合には、必ず信頼性の高いパートナーから供給物を購入する。 

• PPE その他の資材の市場価格を定期的にチェックする。 

• 必要な場合、HSE に資材に関する認証と品質チェックを行わせる。 

• 使用期限を含め、厳格な在庫管理を維持する。 

• 在庫保管上のセキュリティを厳重に維持する。 

• 保管資材に関して厳重な安全体制を適用し、供給物の汚染その他の損失を防止する。 

• 会社としてのルーティンが確立されるまで、HSE スタッフに資材を配布させ、必要な場合には適切な

着用・設置および使用について説明させる。 

• スタッフがいつ各自の支給物を受領するかに関する標準的支給・指示・資料配布プロトコルへの準拠。

これは、スタッフが適切な PPE を支給され、それを適切に使用できるようにするためのものである。 
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• 供給物の追跡と、それらが衛生的な条件下にある適切な場所に届けられ、かつ適切に配置されている

ようにすることを目的とした、資材の配布に関する標準的プロトコルへの準拠（手洗い用ジェルから支

給されたフェイスマスク、ビニール手袋に至るまで）。 

• 配置された資材を HSE スタッフにチェックさせ、実際に適切に配置・表示・使用されているか確認さ

せる。これには、他のスタッフや外注業者が PPE を適切に着用・使用しているかどうかを HSE スタッ

フがチェックすることも含まれる。 

2 | PPE その他の予防用資材の長期的な調達に注力する。 本ガイダンスの作成に当たって情報提供を

依頼した会場のほとんどでは、殺菌剤、拭き取り用品、ティッシュなどのかなり標準的な予備的クリー

ニング用供給物の調達はそれほど問題とはなっていなかったが、PPE、そして特にマスクの調達はより

困難となっていた。マサチューセッツ会議場管理局（MCCA）シグネチャー・ボストンのロバート・ヌー

ナンから伝えられたものを含むグッドプラクティスとしては、長期的な調達パートナーを見つけること、

長期的契約の締結、6 カ月～1 年という期間に対して十分な PPE の調達を図ることがある。 

3 | 資材サプライヤーに対して、独自の安全健康体制を維持するよう要請する。 保管施設を維持するサ

プライヤーと共有可能な文書の一つが、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド（Cushman & 

Wakefield）が作成した「回復への準備：業界チェックリスト（倉庫業務用）」である。 

 

Recovery-Readiness---Industrial-Checklist (1).pdf 

4 | 例えば適切な認定証が付属していない、期限切れである、ラベルが付いていない、ラベルが誤って

いる、希釈または汚染されているなどの理由により返品を余儀なくされることのないよう、サプライヤ

ーに対し、独自の厳格な資材管理体制を維持するよう依頼する。 

 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1590419992_Recovery-Readiness---Industrial-Checklist%20(1).pdf
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3 グッドプラクティス：フィジカル・ディスタンシング（物理的距離の確保） 

フレームワークに関連したグッドプラクティス第 2 セクションに続いて、以下の 4 つのセクションでは

フィジカル・ディスタンシング（物理的な距離の確保、「ソーシャル・ディスタンシング」としても広く

知られている）について概説する。 

1 | 新しい「ハイブリッド・イベント」市場の開拓を検討する。注意すべきこととして、距離の確保、

特に座席の距離の確保に関する要件の結果、業界では現在、一部の出席者が物理的にその場にいて、一

部の出席者がバーチャルで参加するいわゆる「ハイブリッド・イベント」という新しいイベントのカテ

ゴリーが生まれつつある。 

2 | 一般的な出発点として、対策が包括的で可能な限り一貫しており、監査担当者からみて追跡可能・

監視可能・可視的であるようにするため、一定の範囲、または物理上、機能上もしくはサービス上の各

エリアにおける対策の概要を示した「フィジカル・ディスタンシング・プラン」を策定することがグッ

ドプラクティスである。この分野でのグッドプラクティスの構築はまだ途上にあるものの、ディスタン

シングについて業界が急速に一定の準拠点へと向かおうとしていることを端的に示す用語として現在多

く使われるようになっているのが、リード、クラリオンおよびインフォーマが共同で作成し、2020 年 5

月に発表した「オール・セキュア・スタンダード」で取り上げられている CDS、「Crowd Density Standard

（群衆密度基準）」である。 

オール・セキュア・スタンダード 

そうした「フィジカル・ディスタンシング・プラン」の概要の一例が、クッシュマン・アンド・ウェイ

クフィールドが作成した「回復への準備：業界チェックリスト（倉庫業務用）」に記載されている。（同

文書については別記リンクを参照。） 
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グローバル商業不動産企業であるクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドが作成したソーシャル・

ディスタンシング・プランの概要の例。 

3 | プランの一環として、会場またはイベントにおいて誰がフィジカル・ディスタンシング規則の徹底

に関する責任を担うのかを定義しておくようにする。 可能性としては、すべてのスタッフおよびマネー

ジャー、HSE スタッフ、セキュリティスタッフ、または複数の会場で構築されつつある担務である、HSE

およびセキュリティスタッフを混合した小規模な「実施徹底・インシデント対応チーム」が挙げられる。 

フィジカル・ディスタンシングに関する（スペース上の）収容能力の算定に関する基礎的な洞察の例が、

IAAPA の再開ガイダンス文書「グローバルアトラクション業界のための検討事項」の 12・13 ページに

記載されている。 基準が国ごとに異なるため、言及されている距離がすべての国に当てはまるとは限ら

ない点に留意されたい。 

https://www.iaapa.org/sites/default/files/2020-05/IAAPA_COVID-

19_ReopeningGuidance_rev1_final.pdf  

3.1 バリアとフロアマーキング 

駐車場、行列、エントランスホール、通路、レストラン、配膳口の周囲、トイレの周囲、クローク、出

口、およびメインの会議、大会、展示会その他主要エリアなどでの人の流れをより効果的に管理するた

めのバリアとフロアマーキングは、フィジカル・ディスタンシング要件を充足し維持する上で極めて重

要となる。バリアとフロアマーキングの使用に関しては、多数の組織、政府、企業および団体によって

大量の新しい知識が生み出されている。 

https://www.iaapa.org/sites/default/files/2020-05/IAAPA_COVID-19_ReopeningGuidance_rev1_final.pdf
https://www.iaapa.org/sites/default/files/2020-05/IAAPA_COVID-19_ReopeningGuidance_rev1_final.pdf
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1 | バリアに関しては、堅固なものの方がそうではないものよりも一般に優れている。しかしその場合、

使用上の柔軟性が限定されるということに留意する。 パーティション、机、壁となるもの、スクリーン、

テーブルその他の堅固な仕切りは、その固さによって、一般にロープ、テープやロープで留めたビニー

ルシート、テープ、標識またはベルトよりも優れた、より効果的なバリアとなる。しかしながら、配置

を頻繁に変更しなければならないスペースでは、後者が広く用いられている。そこで、通路のように配

置が比較的変化しないエリアはどこか、堅固なバリアがより有用かつ効果的である可能性がある場所は

どこかを検討する。これは、チェックインカウンターや案内所など、混雑するスタッフと顧客の接点に

特に当てはまり、これらの場所では多くの場合、アクリルガラスのパーティションによる堅固なバリア

が好ましい選択肢となる。これと関連して、大型のレセプションデスクのようなものを検討する場合、

（より）簡単に動かせるようにツメが付いている種類または型式のバリアを検討する。 

2 | 表面を頻繁に洗浄したり拭いたりする必要があるという観点から、購入するバリアがどのような材

質かを検討する。 今後、やや研磨性のある化学物質が含まれていることもあるクリーニング剤が以前よ

りもはるかに頻繁に使用されることになる。クリーニング剤を頻繁に吹付けたり、拭ったりする可能性

の高い表面については、耐久性が高く、化学物質を頻繁に使用しても劣化しないものであることを確認

する。 

3 | 人の誘導および距離のマーキング用の資材に関して、具体的な材質および使用エリアを検討する。

フロアでの一方向への動線誘導やフィジカル・ディスタンシングを支援するため、さまざまな資材、マ

ーキング、注意喚起用の標識、そしてユニークな対応策が続々と開発・設計されている。実際に、まっ

たく新しいオフィス用家具のニッチマーケットが生まれつつある。マーキングを選択する際には、照明

や想定される摩耗を含め、どのような場所で使用されるのかを考慮し、可能であればフロアマーキング

と壁の標識またスクリーンを組み合わせてメッセージや方向を強調することを目指す。資材には以下が

含まれる。 

• 距離の確保のためのマークがプリントされたカーペット 

• 中心から特定の距離ごとにマークが付けられた円形のカーペット 

• あらゆる種類のステッカー、線の形をしたマーキング、矢印の標識 

• 標識の付いたゴムまたはビニール製のフロアマット 

• エレベーター用フロアマット（通常は 3 名用） 

• 壁に設置された引き出し式のベルト 

4 | ディスタンシング（警報）技術による標識やマーキングの効果の増強を検討する。 いくつかの国で

は、クリップで身に付けられる小型の個人用「光警報器」を企業が開発している。これは同様のセンサ
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ーを備えた光警報器を身に付けた他の人との距離が一定以下になると、センサーが感知して赤いライト

が点滅するというものである。こうした技術の利用は人々の自己防衛に貢献するとともに、イベントま

たは会場のスタッフによる出席者の規則遵守の監視にも貢献する可能性がある。そのような技術を使用

する場合、そうした装置の配布、配置およびクリーニングに関する手順を策定する。 

5 | 一方向への誘導スキームの一環として、屋外エリアの使用およびマーキングを検討する。 一方向へ

の人々の誘導を促進するために、現在、一部の施設では建物内または廊下を移動する人々を一方向にへ

と誘導し、及対方向への複動は屋外へと誘導するようにして、建物の外部を一方通行の通路として利用

している。一部のケースでは、企業が個別に小型の屋根や構造物を設置し、そうした屋外通路を覆った

り囲ったりしている。同様に、現在、一部の会場では屋内での双方向の新しい通路を作る目的で、通常

は閉鎖されている通用口や、共用部分ではない保管エリアへの「舞台裏」廊下を使用している。フィジ

カル・ディスタンシングのための誘導スキームの一環として屋外エリアを使用する場合、必ず適切な安

全およびセキュリティ（CCTV カメラを含む場合あり）監視を確保するようにする。 

6 | 適切な（フロア）誘導パターンを補強するため、標識を徹底して利用する。 会場に何度も足を運ぶ

まで、来場者には経路に関するガイダンスが必要となる。こうした情報は、標識や地図、スクリーン上

の指示や配布資料によって可能な限り補強することが望ましい。現在生まれつつあるグッドプラクティ

スは、短いメッセージをシンプルなグラフィックと組み合わせ、見栄えのする、または印象的なコント

ラストを演出することが最も効果的であることを示している。デジタルサイネージを検討し、出席者の

フローに影響を与える可能性のある自立式の看板を減らすよう努める。 

 

韓国・KINTEX のグッドプラクティス：エントランスの行列用のフロアマーキング 

写真提供：フランク・ヤン、KINTEX マーケティング・事業開発担当ディレクター。 

3.2 透明パーティション 

1 | フィジカル・ディスタンシング規則の維持が困難なすべてのエリアにおいて、利用可能なスペース

を維持またはより有効に利用するために、透明（または不透明）パーティションの導入を検討する。 人
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の出入りの多い事務所や、インフォメーションデスク、バッジや閲覧資料配布所、セキュリティブース

など、クライアントとスタッフのやり取りのあるエリアを重視する。これらの場所では、ウイルス伝播

リスクを減らす上で、パーティションが最も真価を発揮することになる。 

 

グッドプラクティスの例：スタッフ用テーブルのアクリル製の仕切り、SingEx（シンガポール）。 

2 | 樹脂製のパーティションを調達する際には、消毒用化学薬品による頻繁なクリーニングに耐えられ

ること、および耐火性があることを確認する。 パーティションには移動可能なものとそうでないもの、

堅固なものや柔軟性のあるもの、標準化されたものや特注品など、さまざまな形態がある。要件がどの

ようなものかを判断するとともに、パーティションが徹底した頻繁なクリーニングに耐えられることを

確認する。同様に、火災の危険性を生み出すまたは増大させることを避けるため、必ず難燃性または耐

火性の樹脂を使用するようにする。 

3.3 空気循環のためのブース間の距離・通路の確保 

展示エリアのブースにおける距離の確保やレイアウトに関しては、主催者、施工業者、出席者その他に

とってのグッドプラクティスはまだ確立の途上にあるものの、すでに用いられている主な規範には以下

が含まれる。 

• 利用時間帯の分割による距離の確保の促進、作業員との良好なコミュニケーション、より迅速かつ簡

単に設営でき、構築に必要となる人員の削減を可能にするモジュール式システムの利用（最大限の距離

の確保）など、あらゆる対策を準備期間から徹底して検討する。 
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韓国・KINTEX における展示ホールの経路を示すフロアマーキングと、エントランスにあるイベントの

経路を示すサイネージ。 

• ゾーニング、動線の調整およびブースの再配置を活用して、展示フロアにおけるいわゆる「密造」通

路の出現を防ぐ。 

• 展示時間を延長して、より多くの人々が日中の、また夜間を含むより幅広い時間帯に分散できるよう

にし、距離の確保のための算定を最適化する。 

• 各地域で十分な距離として算定・規定されている 1.5～2m の距離に基づいて、フィジカル・ディス

タンシング上の余裕を設ける。 

• 展示フロアの周囲に、明確にマーキングされた一方通行の経路を設ける。 

• 標識や配布資料を通じて、来場者にホールに入る前に指示を与える。 

• ホール内でも、経路のレイアウトを示して再度指示を与える。 

• ブースの表面に関して、クリーニングおよび拭き取りが簡単な（布製カバーのない）デザインを採用

する。 

• 可能な場合、よく観察でき、かつ来場者が取り扱ったり手に取ったりする必要のない形で商品を陳列

する（加えて、配布資料をなくすか最低限に止める）。 

• スクリーン技術を駆使して情報を表示する。 

• ブース内の机またはパネルを堅固なバリアとして使用し、ブースやスタンドのスタッフと来場者を分

離する。 

• アクリルガラス製パーティションを使用し、ブースやスタンドのスタッフと来場者を分離する。 

• 一度にブースに入れる来場者を 2 名までにし、十分に間隔を空けるように要請する（標準的なサイズ

のブースの場合。多くの国で一般に 3×3m のサイズ）。 

• ブースのテクノロジーを活用した接点（非接触型の接点）の間隔を十分に空ける。 

• イベントの際、混雑マップ（または登録者訪問データ）を作成して健康安全評価に役立てるとともに、

レイアウトまたはブースの配置を調整してリスクをできる限り削減する。 
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オランダのイベント組織 CLC-VECTA が作成したサンプルフロアマップ。 

3.4 カンファレンス形式のレイアウト 

1 | 分科会やサイドイベントに関して、フィジカル・ディスタンシングの要件に沿った新しいカンファ

レンス形式の座席レイアウトを検討する。 現在の重要な要件は、座席間における一定の距離（ほとんど

の国で 1.5～2m）であり、角度を付けた配置を指す用語として現在最も広く使われようになってきてい

る（実際には同一の配置を意味するようになっている）のが、いわゆる「ジグザグ」形と「チェッカー

ボード」形の座席配置である。同様に、円形および半円形のレイアウトも普及しつつある。 

2 | クライアントに選択肢を提供するため、提供可能座席数を定義する。 クライアントは、正確なレイ

アウトの有無にかかわらず、おおよその座席定員を提示されない限り、座席に関してどのような選択肢

が提供されているのかを把握できない。座席定員数できる限り複数のホールで測定する。そして、提示

できるのであれば、特に小規模または中規模の会議、分科会その他のイベントを安全に配置された設定

で実行する上での準備が整っていることを示すために、イベントの選択肢を示すレイアウトとしてそれ

らを測定・提示することがより望ましい。 
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グッドプラクティスの例：アホイ・ロッテルダムの座席配置表および間取り図。画像提供：デシレー・

バルトゥセン。 

3 | どのようなレイアウトを採用または使用するにせよ、使用に関して適切なガイダンスと指示を確保

する。 表示するのが標識であれスクリーンであれ、そうした情報はあらかじめ数の決まっていない、ま

たは固定式でない座席の配置計画にとって特に重要となる。現在、映画館や通常の劇場ではこの目的の

ためにのみ、複数のサイネージ・指示プログラムが試行されている。 

 

オランダにあるパテ・テアトルス（Pathe Theaters）の来場者向けのガイダンスの例。来場者に対し、

他の観劇者との関係に基づいて自分で座席を選択する方法を説明している。 

4 | 急成長ビジネスとなっている座席の配置およびレイアウトに関しては、外部の専門知識の活用を検

討する。現在、多様なコンサルティング会社が、紙とコンピューターソフトウェアの両方をベースにし

た座席配置、プランニング、およびアルゴリズムを使用したスペースの最適化に関するサービスを提供

しており、それら企業の洞察の多くは 2020 年 4 月から 5 月にかけて、オフィスおよびスポーツイベン

ト・アリーナ・スタジアムセクターに関して蓄積されている。そうした企業の多くが、アイディアやコ

ンセプトを雑誌記事、ブログ、白書およびポッドキャストの形で、無償で提供している。座席配置の設
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計に関する新しい無償情報源の一つが、主導的な都市デザインソフトウェア会社であるモデラー

（Modelur）による SketchUp ツール「CoviDistance」であり、このツールはさまざまな設定に適用で

きる。詳細に関しては以下を参照。 

https://modelur.eu/free-sketchup-tool-for-post-covid-19-workspace/  

 

Modelur による新しい SketchUp ツールの画像。 

 

拡大する知識プール：コンベンション・アンド・インセンティブス・ニュージーランド（CINZ）が 2020

年 5 月に発表した新しいガイダンス。 

5 | 動的かつ静的な座席数分析を検討する。 簡単に言えば、動的座席配置分析によって、事前登録を行

った人はフィジカル・ディスタンシングを維持する必要のない人（典型的な例：家族の一員）と一緒に

座ることができるようになる。そうしたペア、または 2 人、3 人、4 人、あるいはそれ以上のグループ

を加えて、アルゴリズムに新しい座席配置を計算させることにより、座席数を大きく増やすことができ

る。このコンセプトに関する劇場・コンサート業界からの説明については以下を参照。 

https://adaptistration.com/2020/05/06/avoid-the-staticanalysis-trap/  

https://modelur.eu/free-sketchup-tool-for-post-covid-19-workspace/
https://adaptistration.com/2020/05/06/avoid-the-staticanalysis-trap/
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上から下に、静的な配置、動的準最適化を行った配置、動的最適化を行った配置。これらの座席配置は、

固定座席会場の座席占有率を 15%から 22%に、さらに 30%まで増やせることを示している。写真提

供・著作権者：ドリュー・マクマヌス - （アダプティストレーション）Adaptistration LLC。許諾に基

づいて使用。 

 

4 グッドプラクティス：健康・安全対策 

フレームワークに関連したグッドプラクティス第 3 セクションに続いて、以下の 7 つのセクションでは

健康・安全対策について概説する。最初のセクションでは一般的な対策を取り扱い、続く 6 つのセクシ

ョンでは具体的なサービスや機能について取り上げる。 

4.1 総論 

以下の 8 つのサブセクションでは、広く適用可能な一連の健康・安全管理措置について概説する。現在

は多くの自治体および各国政府に加え、さまざまな国際組織も依然として要件、基準および手順を策定

中であること、そのためそうした要件に対する更新や変更の定期的なチェックが、業務運営を（進化す

る）規制に確実に合致させていく上で重要となることに留意すべきである。 
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管理者による健康安全対策の構築と手ほどきを助ける総合的な情報源の最新例として、ドイツの「新型

コロナウイルス感染症の文脈における RIFEL イベント安全・セキュリティ」ガイドラインとグローバル

「イベント安全連盟再開ガイド」がある。 

 

RIFEL Event Safety and Security in the context of COVID-19 V2.0.pdf 

EVENT SAFETY ALLIANCE REOPENING GUIDE（イベント安全連盟再開ガイド） 

4.1.1 アクセス管理と健康スクリーニング 

1 | グッドプラクティスは今後時間の経過とともに進化していくため、アクセス管理と健康スクリーニ

ングプロセスに柔軟性を適用する準備を整えておく。健康安全の観点から、いつ、どのようにして会場

またはイベントへの入場を許可するのかについてのプロセスは世界的に変化の途上にある。入場者への

質問から、事前にテストを受ける、またある種の健康パスポートを備えたアプリの利用、消毒ブース、

検温まで、入場スクリーニングの主要部分には大きな様々な過程がある。各地の現時点でのプロセスや

基準がどのようなものであれ、科学、テクノロジー、要件および規制の進化に伴って変更が生じる可能

性が高い。そこで、大きな設備投資についても慎重を期すようにする。 

2 | （事前）登録をはじめ、アクセス管理をできるだけ事前に行う形で整備する。 来場者を事前に登録

することは、以下の機能が適切に実施できることを意味する。 

• （ソーシャル・ディスタンシングに関する算定を目的とした）来場者数の測定と確認。 

• イベント・ショー・施設のリスク評価への特定のグループの組み入れ。 

• 特殊な措置を講じる前に、または特殊な状況に先立って、事前に来場者への通知が可能となる。 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1590420016_RIFEL%20Event%20Safety%20and%20Security%20in%20the%20context%20of%20COVID-19%20V2.0.pdf
https://www.eventsafetyalliance.org/esa-reopening-guide
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• 車いす使用者など、特別な要件がある場合に、特別なアクセス手順について来場者に通知・伝達でき

る。 

• スペースの最適な（距離を確保した）利用のため、個別の入場時間を割り当てられるようになる。 

• チケットやバッジを事前に送り、来場者がプリントアウトして持参できるようになる（入場時に生じ

る接点の回避）。 

3 | アクセス管理プロセスをマッピングし、顧客と可能な限り事前に、不可能な場合には会場到着時に

共有する。何を予期すべきか、どこに行くべきか、どのように行うべきかに関する指示およびガイダン

スは、可能であれば E メール、動画（YouTube に短い動画を投稿するなど）や登録を通じて、または最

低でも施設内への入場時、可能であれば廊下や駐車場に入る前に開始すべきである。 

そうしたガイダンスの例として、新型コロナウイルス感染症の最初の大流行とロックダウン後に初めて

開催された大規模な展示会である、湖南モーターショー（2020 年 4 月 30 日～5 月 5 日に SNIEC 湖南

にて開催）のために作成されたスライドセットがある。 

PDF Hunan 2020 Auto show slide-set 

 

2020 年湖南モーターショーの来場者の入場プロセスを概説したスライドセットの画像。 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1590419695_2020Hunan%20Auto%20Show.pdf
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4 | 屋外での、または通常の入口の後ろでの健康スクリーニングを促進するために、モジュール式のブ

ースを備えた一時的な屋外または屋内入場口を新規に設置することを検討する。これには、シンガポー

ルの SingEx で試行中のプログラムである、来場者が消毒用ミストの中を歩くいわゆる「クリーン・レ

ーン（Clean Lane）」トンネルが含まれる可能性がある。設計者および建築家は医療専門家との協力の

下、安全な入場、ならびに安全なアクセス管理と健康スクリーニングプロセスの実施のための、新しい

一時的な対応策を開発中である。インド、イスラエル、韓国および米国においてそうした設計を行って

いる企業に、ニューヨークを本拠とするサイチュ・スタジオ（SITU Studio）とデンバーを本拠とする

インターグローバル・イグジビッツ・グループ（InterGlobal Exhibits Group、IGE Group）があり、

両社はそれぞれのウェブサイトにおいて、複数のそうした新型コロナウイルス感染症用モジュール式ス

クリーニングブースの設計を紹介している。 

https://situ.nyc/studio/projects/covid19-relief-efforts  

https://www.igegroup.com/care/  

 

屋外および屋内スクリーニングブースの設計イメージ。画像提供：サイチュ・スタジオおよび IGE グル

ープ。 

5 | 最初の物理的アクセス管理ポイントの一部として、疑問点解決スタッフまたは「質問にお答えしま

す」機能の提供を検討する。人は疑問を持つものである。人は時として当惑することがある。例えば、

駐車してから入口のドアにたどり着く間にチケットを紛失するといった失敗をすることがある。適切な

アクセス手順を運営するために見事な計画を立てても、「今すぐトイレにいかないといけない！」とそう

https://situ.nyc/studio/projects/covid19-relief-efforts
https://www.igegroup.com/care/
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した計画から逸脱する人が出てくる。そのため、疑問の解決を助け、必要に応じて支援を提供する人員

を用意しておく。 

6 | 身体障害者用の特別アクセスレーンを検討する。 車いすや松葉杖の使用者、その他何らかの形で支

援またはサポートを必要とする人は、入場ゲート（入場カードスキャナーが設置されたものなど）を含

め、会場への入場が困難な場合がある。同様に、視力障害者も支援を必要とする場合がある。アクセス

ポイントに関する設計とアプローチにおいてこうした潜在的な問題を解決するか、または対象者を代替

的なアクセスポイントへと誘導する。 

7 | 特定の施設、会場またはエリアへの人の流れを管理するため、特定の施設、会場またはエリアにア

クセスできる時間帯を区分することを検討する。 これは過剰な混雑の防止と、ソーシャル・ディスタン

シング上の要件の維持に貢献する。この方法を採用する場合、適切な人が適切な時間帯に入場している

ことをチェックできるようにするとともに、必要な場合、入場者が別のエリアへ移動すべき時間や、施

設から退場すべき時間についても指示を受けるようにする。現在、技術的対応策の提供者はアクセス管

理機能に時間帯に関する要件を容易に組み合わせることができる。 

8 | 非接触アクセス管理およびその関連テクノロジーの活用を追求する。 顔バイオメトリクス認証に

よる自己スキャニング、物理的または（携帯電話を利用した）デジタル入場チケット、パス、バッジな

どが効果的な健康リスク軽減措置として広く認知されている。同時に、健康リスクに関する論争によっ

て指紋または掌紋テクノロジーへの支持が失われるとともに、パスやバッジの物理的なチェック、プリ

ントアウトおよび配布は以前に比して（はるかに）望ましくないものとなっている。一部の業界オブザ

ーバーは、新型コロナウイルス感染症によってそれらは時代遅れのものとなった可能性があるとまで考

えている。 

 

2020 年湖南モーターショーの入場口では、チケット・パスのスキャニング技術が使用された。写真提

供：SNIEC（上海）ゼネラルマネージャー、ミヒャエル・クルップ。 

インフォ・サロンズ・グループ（フリーマングループ企業）の CEO、ジョーン・ケルウェイは、「健康リ

スクの削減は、この分野のソリューションのリーダーたちに、安全確保に関して政府の要求する事項と

地域社会からの要請の両方に対処する上で、クライアントと緊密な連携を取るよう促している」と観察

する。「『非接触』の機能に加えて、私たちは現在、『摩擦のないこと』をより大きな提供価値として捉え
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ている。この意味において、私たちはシームレスであると同時にビジネスに奉仕し、かつ健康リスクに

も完全に対応したアクセス管理プロセスを通じて各会場を支援している。」 彼女はさらに、そうしたテ

クノロジーが現時点で世界的に成熟しているとみなされており（「私たちはすでに数々のイベントで顔

認証を実施してきており、その参加者は 20 万人以上に上っている」）、世界のさまざまな地域で活用さ

れる機会が増えていると指摘する。 

 

中東において、イベントの参加者がバッジを受け取り、アクセスできようにするために採用されている

インフォ・サロンズ・グループの顔認証技術。 

 

GES の Visit Touchpoint 技術。 

GES のグループ・コマーシャル・ディレクター、マット・コインは次のように付け加える。「こうしたソ

リューションには、当社の Visit Touchpoint ソフトウェアのように SaaS ベースのものも増えており、

新型コロナウイルス感染症を理由とした、顧客からの非常に強い関心を感じています。」 独自の QR コ

ード認識機能を備えた、完全に統合されたプログレッシブ・ウェブ・アプリの使用によって、現在はそ

うした非接触技術は世界的に容易に、デジタルで導入できるようになっている。さらに、インフォ・サ
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ロンズ・グループ、GES その他の企業による非接触アクセスソリューションは、（書類の収集などの目

的による）会場内の他の場所での物理的な接触を最小化できる機能や、準備期間を含むイベントを通じ

たエリアへの入場可能時間の割り当てを最適化する機能といった他の機能とますます統合されるように

なっている。 

9 | アクセスポイントでの健康スクリーニングは複数のステップで構成される場合があり、それらは近

い将来に大きく変更される可能性がある。 2020 年 5 月、中国および韓国の一部会場が再開された際に

来場者に適用された健康スクリーニングの基本的要素は、以下の組み合わせを中心としたものであった。 

• 登録手順において、事前に健康状態について質問する。 

• アクセスポイントにおいて、健康に関する「状態チェック」の質問を行う。 

• アクセスポイントにおいて、サーマルカメラによる検温を行う。 

• 利用可能な場合、または利用されている場合、国家的なアプリで健康状態をチェックする（クリアラ

ンス）。 

健康チェックに関して将来的に起こる変化として、複数の業界オブザーバーが予測しているものには以

下がある。 

• 実際の新型コロナウイルスに対する現場での迅速検査 

• 新型コロナウイルスに感染していた可能性のある証拠に関する現場での迅速検査 

• 検証によるスクリーニング：自治体または政府が承認した新型コロナウイルス感染症追跡アプリをダ

ウンロードし、使用していること（証明）を示すこと 

• 検証によるスクリーニング：何らかの形態の国際的なデジタル健康パスポート 

• さらなる検証によるスクリーニング：何らかの形のワクチン接種の証明 

犬を訓練し、その嗅覚を利用してウイルスの存在を検知するなど、他にもさまざまなスクリーニングの

選択肢が開発中であるが、本ガイダンス作成に当たって情報提供を依頼した人々は、イベントにおける

スクリーニングでそうした他の選択肢が検討されているかどうかを把握していなかった。 

10 | 検温スクリーニングを検討する際にはまず、その（適切な）活用に関してすべての法令・コンプラ

イアンスチェックが完了していることを確認する。 この点に関して、このアプローチの採用は複数の国

において相当量の規制、規則および制限の対象となることに留意することが重要である。最も広く利用

されている 2 つの方法、すなわちサーマルカメラでのスキャン（手持ち、または三脚・スタンドを使用）
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と手持ちの装置を利用した耳式体温計の読み取りのうち、ほとんどの問題はサーマルカメラの使用に関

して生じている。そうした問題には、プライバシー上の懸念（検温が陽性であった場合には当該人物が

健康リスクとして特定されることになるが、公共の場でそのような事態が生じた場合、当該人物が全員

に分かってしまう）から一部の国でその使用が禁止されていることが含まれる。 

11 | 検温機器の操作に誰が責任を負うのか、および誰が検温を実施するのかを検討する。 多くの国で

は、地方または国の保健当局のみに検温スクリーニングの実施が認められている。一方、一部の国では、

保健当局その他の中央当局が施設所有者またはイベント主催者に対し、この作業の運営、すなわち装置

の取得とテストを実施可能な場所の運営を認めているが、その上で実際の検温は現地の保健職員が行っ

ている。さらに、会場の所有者に対し、実施場所の運営と会場スタッフによる検温の実施を認めている

国もある。健康スクリーニングチェックを能動的に設ける際には、自らの役割と責任を明確にしておく

ようにする。 

サーマルカメラ、レーザーガンおよび耳式体温計による適切なスクリーニング手順の一般的なガイダン

スに関しては、検温スクリーニング技術の世界的トップメーカー、フリアーシステムズ、サーモプロ

（ThermoPro）、コールパーマー（Cole-Palmer）およびシチズン・システムズによる以下の詳細なガイ

ダンスを参照。 

https://flir.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3539/~/usingflir-for-elevated-skin-

temperature-screening/session/  

https://www.flir.com/globalassets/imported-assets/document/flirc2-user-manual.pdf  

https://buythermopro.com/guides/ultimate-guide-of-usinginfrared-thermometer-gun/  

https://pim-resources.coleparmer.com/instructionmanual/20250-05.pdf  

https://www.citizen-

systems.co.jp/english/support/download/electronic/healthcare/instruction/data_thermomete

r/ct830.pdf  

 

https://flir.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3539/~/usingflir-for-elevated-skin-temperature-screening/session/
https://flir.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3539/~/usingflir-for-elevated-skin-temperature-screening/session/
https://www.flir.com/globalassets/imported-assets/document/flirc2-user-manual.pdf
https://buythermopro.com/guides/ultimate-guide-of-usinginfrared-thermometer-gun/
https://pim-resources.coleparmer.com/instructionmanual/20250-05.pdf
https://www.citizen-systems.co.jp/english/support/download/electronic/healthcare/instruction/data_thermometer/ct830.pdf
https://www.citizen-systems.co.jp/english/support/download/electronic/healthcare/instruction/data_thermometer/ct830.pdf
https://www.citizen-systems.co.jp/english/support/download/electronic/healthcare/instruction/data_thermometer/ct830.pdf
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リア・コーポレーションが作成した警告標識のサンプルと、韓国・KINTEX での入場口での検温スクリ

ーニング。写真提供：フランク・ヤン氏。 

12 | 複数の国において、特にサーマルカメラによる検温スクリーニングをめぐってさまざまな使用上

の課題があることに留意する。 固定式か手持ちかを問わず、サーマルカメラを設置する場合には、単に

正しく、かつ適切に実施することを志向するだけでなく、新型コロナウイルス感染症の流行以来、その

使用に関して世界的に複数の課題が提起されていることに注意すべきである。そうした課題には次のよ

うなものがある。 

• 一部のカメラ（そして実際のところ、一部のメーカー）の品質基準 

• カメラのソフトウェアのキャリブレーション（計器の目盛りの適切な調整） 

• 適切な温度設定 

• 適切な照準点（額と両目の間のどちらが最適な「照準点」か、正確を期すため読み取りの際に全員が

眼鏡を外すべきかどうかをめぐって現在も論争が続いている） 

• 読み取り上の誤りを生む可能性のある背景の照明、ガラスおよび鏡に対しての適切な方向 

• 特定の一人の人間のスクリーニングに対して、広いエリアをカバーするため、ホールのような大きな

エリアにおいて広範囲をスクリーニングするカメラの適切な使用 

これらの課題が複数の国において存在することを認識し、考慮に入れることは、規制当局、マスコミ関

係者、クライアントその他のステークホルダーからの質問に対して準備を整えるとともに、彼らの懸念

に対処する上で有用である。 

13 | 明確な標識を使用して、健康スクリーニングチェックに近づいていることを知らせる。 これは、

来場者の精神的な準備と驚きの防止につながる。 

14 | 顧客、ベンダーその他のステークホルダー向けに、施設またはイベントへのアクセスについての

質問のためのホットラインを設けることを検討する。 これは彼らが適切な準備を行う上で有用であり、

到着時に想定外の混乱が生じなくなる。 

15 | セキュリティを安全の基幹として捉え、セキュリティ機能部門が新型コロナウイルス感染症のリ

スクに対して耐性を有しているよう徹底を図る。多くのセキュリティ関連部署やセキュリティ会社が直

面している懸念事項の一つが、セキュリティスタッフが業務に身体的に適合しており、かつウイルスの

懸念を踏まえた上で、業務に対して意欲的であるかどうかをチェックすることである。一定の既知の健

康上の問題、または特定の健康上の脆弱性を有する人は、過去にセキュリティ業務を良好に実施してい

ていたとしても、新型コロナウイルス感染症のリスクが高まっている環境において、自分自身として、
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あるいは医師や人事部門の観点からみて、必ずしも適合しており、業務を賢明に遂行できるとは限らな

い可能性がある。セキュリティと新型コロナウイルス感染症に関しては、 

• そのアクセス管理上の役割を遂行できるよう、セキュリティスタッフに適切な指示と装備を与える。

セキュリティ担当者は、アクセスポイントにおいて最前線での対応を頻繁に行う。彼らが業務を安全か

つ適切に遂行できるよう保証する。これは一方でスタッフに正しい資材を装備させるとともに、他方で

正しい指示を与えるということを意味する。多くのセキュリティ会社が、新型コロナウイルス感染症に

関して新たなグッドプラクティス手順を策定中である。世界最大のセキュリティ会社であり、新型コロ

ナウイルス感染症に関する新たなガイダンス策定の最前線にあるのが G4S である。基本的なセキュリ

ティチェックとスクリーニング機能を安全に遂行する方法については、同社がスコットランド・グラス

ゴーにあるスコティッシュ・イベント・キャンパスのために策定した、「新型コロナウイルス感染症に関

する対個人セキュリティチェック用ガイダンス」を参照。 

SEC DRAFT - G4S Security Search Guidance - COVID -19 - Version - .pdf 

• 新しい HSE 健康安全管理措置が新たなセキュリティの課題を生み出していないかセキュリティチェ

ックを実施し、新しい脆弱性があれば緩和のための措置を取る。例として、窓やドアを絶えず開放して

おくことによる建物内の空気循環の改善の取り組みや、追加の（通常よりも多い）入口を利用して入場

待ちの人の列を短縮することが挙げられ、それぞれ、より徹底した警報の監視とより厳重な入口の監視

が必要となる。 

• 新型コロナウイルス感染症関連のセキュリティに焦点を当てたガイダンスの更新版をチェックする。

新型コロナウイルス感染症リスクの管理においてセキュリティ業務を支援するため、ポリシー、計画お

よび手順の中で、新しい資料と改訂または更新された資料の両方で構成された、さまざまな新しいガイ

ダンスが出されている。主な世界共通の情報源として、以下の 2 つがある。 

• ASIS インターナショナルの新型コロナウイルス感染症関連情報源ページ 

https://www.asisonline.org/publications--resources/security-topics/disease-outbreak-

security-resources/  

• 英国・国家インフラ防護センター（CPNI）のガイダンス「防護的セキュリティ管理システム（PSeMS）」

（同文書内の「パンデミック自己評価チェックリスト」を含む） 

https://www.cpni.gov.uk/protective-security-management-systems-psems  

http://www.aipc.org/uploadFiles/1590420048_SEC%20DRAFT%20-%20G4S%20Security%20Search%20Guidance%20-%20COVID%20-19%20-%20%20Version%20-%20.pdf
https://www.asisonline.org/publications--resources/security-topics/disease-outbreak-security-resources/
https://www.asisonline.org/publications--resources/security-topics/disease-outbreak-security-resources/
https://www.cpni.gov.uk/protective-security-management-systems-psems
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4.1.2 否定的な健康スクリーニング試験結果の管理 

1 | 最初の健康スクリーニングテストに「不合格」だった人を支援するため、隔離室を設置する。 追加

のチェックのために人を移送できる比較的安全な場所があれば、当該人物が新型コロナウイルスに関し

て陽性であった場合、他の人を感染させたり、さらには他の人々に恐怖を与え、不注意によってより大

きな公共エリアに混乱を生じさせたりするリスクを大きく減らせるはずである。このトピックに関する

一般的ガイダンスに関しては、AIPC と UFI が作成した「新型コロナウイルス感染症の課題の管理に関

するグッドプラクティスガイド」の 9 ページにある「一時的隔離区域の設置方法」を参照。 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_C

V19.pdf  

特に隔離室の技術的詳細に関するオーストラリアからの主要な追加的情報源として、「国際保健施設ガ

イドライン」の第 4 章「隔離室」がある。以下を参照。 

http://healthfacilityguidelines.com/ViewPDF/ViewIndexPDF/iHFG_part_d_isolation_rooms  

http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_CV19.pdf
http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_CV19.pdf
http://healthfacilityguidelines.com/ViewPDF/ViewIndexPDF/iHFG_part_d_isolation_rooms
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「即席屋内設置型」隔離ソリューションとして発注可能な、プロフェッショナルグレードの各種モジュ

ール式隔離室の例については、以下のパネル・ビルト（Panel Built, Inc.）のウェブサイトを参照。 

https://www.panelbuilt.com/isolation-

rooms/?gclid=EAIaIQobChMIsPaMvdeh6QIVFozICh3UnQZvEAAYASAAEgLCEfD_BwE  

2 | 来場者かスタッフかを問わず、テストが検温（陽性）であるかその他の形態のテストであるかを問

わず、最初の健康スクリーニングテストに「不合格だった」人を適切に、効果的かつ重点的に対処する

ためのプロトコルを整備する。これには、対象として以下を含めるべきである。 

（注：これらのステップは、国によって、および政府職員、施設スタッフまたは外注業者のいずれが健

康スクリーニングを行うどうかによって、必然的に異なるものとなる。） 

• まず何よりも先に 2 回目のテストを実施するかどうか 

• 当該人物に、列を離れ、スクリーニング担当者に従って隔離室に移動するよう依頼すること 

• 不安を和らげるためにも、当該人物に今後どのようなステップが行われるのかについて通知するとと

もに、（隔離室の外で）当該人物と一緒に待機したいと望む家族、友人または仲間がいるかどうかを確認

すること 

• 隔離室内での健康チェックの実施（現地の保健規則に従って、それら規則には、場合によって検温、

疾病の兆候のチェック、心拍のチェックなどの複数のステップが含まれている可能性がある） 

• 検査結果に応じて、施設の HSE スタッフおよび現地当局に対し、新型コロナウイルス感染症が疑われ

る人物が施設内の隔離室にいることを通知し、準拠すべき適切な移送手順を開始すること（これには救

急車の要請が含まれる場合がある） 

https://www.panelbuilt.com/isolation-rooms/?gclid=EAIaIQobChMIsPaMvdeh6QIVFozICh3UnQZvEAAYASAAEgLCEfD_BwE
https://www.panelbuilt.com/isolation-rooms/?gclid=EAIaIQobChMIsPaMvdeh6QIVFozICh3UnQZvEAAYASAAEgLCEfD_BwE
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• 追跡調査に関連性のあるデータポイントを把握し、かつ適宜転送または準備を行うこと（必要であれ

ば、直ちに追跡を開始して列の近くにいた他の誰かが影響を受けた可能性がないかどうか、あるいはそ

の後の通知で特定可能かどうかを確認する） 

• 適宜、状況を見てもしくはプロトコルの要求に従って、当該人物の隔離室からの移動を支援すること

（徒歩、車いす、ストレッチャー）。当該人物の隔離室からの移動を支援する際には、他の人々の通路を

横切ったり、他のエリアを汚染したりしないよう、あらかじめ定められた、事前に考案されたルートに

従うことが極めて重要である。 

• 当該人物と一緒に来場している家族、友人または仲間に、何が起こっているのか、当該人物がさらな

るスクリーニングや処置のためどこに移送されようとしているのかを通知すること 

• 隔離室クリーニング手順の開始。 

従業員または外注業者が関与している場合、HSE、人事、および場合によっては他の当事者のために記

録を維持することを推奨する。これは隔離室の要員を保健当局が配置していない場合、または保健当局

が独自の報告書の写しを提供する場合が該当する。1 ページの簡潔な書式「業務中に症状を示した従業

員／来場者」の例が、広く参照されているリア・コーポレーションによる「安全業務プレイブック」第

2 版に示されている。 この用紙は本ガイダンスの付録 3 に収録されている。 

オンサイトの隔離室（一時的なものであることが望ましい）などの医療的環境における PPE の適切な着

用および使用の方法に関して、最も詳細で容易に入手可能な指示として、英国国民保健サービス（NHS）

が作成した以下のガイダンスを参照。 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-

and-control/covid-19-personal-protective-equipment-ppe  

新型コロナウイルス感染症の疑いがある、または感染が確認された人物がいたエリアのクリーニングと

消毒の方法に関して、最も詳細で容易に入手可能な指示として、米国疾病予防管理センター（CDC）の

ガイダンス「コミュニティ施設のクリーニングおよび消毒」と、シンガポール国家環境庁（NEA）の「新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）への一時的発症のあった施設の環境クリーニングおよび消毒に

関する暫定的ガイドライン」を参照。 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-

disinfection.html#Cleaning  

https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-

guidelines/cleaning-and-disinfection/guidelines/guidelines-for-environmental-cleaning-and-

disinfection  

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/covid-19-personal-protective-equipment-ppe
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/covid-19-personal-protective-equipment-ppe
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html#Cleaning
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html#Cleaning
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/cleaning-and-disinfection/guidelines/guidelines-for-environmental-cleaning-and-disinfection
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/cleaning-and-disinfection/guidelines/guidelines-for-environmental-cleaning-and-disinfection
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/cleaning-and-disinfection/guidelines/guidelines-for-environmental-cleaning-and-disinfection
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3 | 過失による（汚染の危険性のある）入室を防止するため、「隔離」室に明確な標識を使用するととも

に、一般向けの通常アクセス経路にも同様にマーキングを行う。 明確な標識は、無人の隔離室に誤って

入室したり汚染したりするなどの人々による過失を防止する。 

 

応急処置室・医療室の標識。画像提供：リア・コーポレーション。 

 

4.1.3 一般的なクリーニング、衛生および消毒 

1 | 一般的なクリーニング、衛生および消毒の取り組みを、単一の「衛生プレイブック」、「衛生コンセ

プト」または「衛生計画」にまとめることを検討する。 これは、会場またはイベントの中核的な目的に

資するものとなり得るだけでなく、反復して使用する文書として表示・共有・参照することが可能とな

る。この文書は、顧客に彼らが行うすべてのことを理解してもらう（そして信頼を構築する）上で有用

であると同時に、規制当局が健康安全の取り組みを評価する上での単一の焦点を提供する。タルスス・

メヒコ（Tarsus Mexico）のオペレーション担当ディレクターであるエデュアルド・ロドリゲスは、「会

場は、詳細なクリーニングおよび消毒の計画を公開し、具体的にどの場所や活動が対象となっているか、

取り組みにどのような資材が含まれているのかを明確に示すべきだ」と考察している。 

そうした計画の説明の例（取り組みの全体像と、それに続くすべての手順を具体的に示し、第三者と共

有する上で有用）が、文書「新型コロナウイルス感染症のパンデミックの中で見本市を主催する上での

KINTEX（韓国）の予防措置」である。 以下のリンクを参照。 

KINTEX’s Preventive Measures Against COVID-19.pdf 

ドイツの「新型コロナウイルス感染症の文脈における RIFEL イベント安全・セキュリティ」ガイドライ

ン（全文については前掲リンクを参照）に収録されている、「イベント衛生コンセプト」のマスタープラ

ンと概要の例。 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1590419900_KINTEX's%20Preventive%20Measures%20Against%20COVID-19.pdf
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業界の他の計画事例として、ラス・ベガスのワイン・リゾーツ（Wynn Resorts）が衛生分野の主導的な

研究者数人との協力により策定したものには、ホテルの業務を含む詳細なガイダンスが含まれている。 

57118495-Wlv-Health-Sanitation-Guidelines-Outline-04-18-20-v6.pdf 

2 | 一般的なクリーニング、衛生および消毒に関するガイダンスに関しては、基礎的な要件およびコン

プライアンス上の目的を満たすため、まず以下の国家的ガイダンスに注力する。世界的レベルでは、WHO

その他の機関を通じて、国連が基準の策定、設定に主導的な役割を果たし、地域のレベルでは多くの地

方および都市行政が同様の役割を果たすとともに、多くの有名企業がガイダンスを発行しているが、規

制当局が遵守を求めているのは多くの場合、国のガイダンスである。現在、世界の多くの政府の保健機

関は、施設のクリーニングおよび消毒の方法に関して具体的なガイダンスを公表している。その一例が、

米国疾病予防管理センター（CDC）の「施設のクリーニングおよび消毒」である。一般的に、グッドプ

ラクティスではこうした情報源を使用し、国家的なガイダンスへの準拠・遵守を図ることが求められる。 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html  

「新型コロナウイルス感染症の文脈における RIFEL イベン

ト安全・セキュリティ」ガイドラインに収録されている安全

なイベントの開催に関する概要およびステップバイステップ

のマスタープラン。 

 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1590419743_457118495-Wlv-Health-Sanitation-Guidelines-Outline-04-18-20-v6.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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3 | 可能な場合、（新しい）スタッフによる学習の促進、手順に関する意識の維持、および基準に対して

取り組んでいることを示すため、一般的なクリーニング、衛生および消毒の全てのステップと指示を書

き出し、補足的な図を作成する。必要であれば、そうしたクリーニングプロトコル資料の提供を目的と

して外注業者を利用する。多くの規制機関にとっての重要性は、その趣旨ではなく、指示の正確性と詳

細内容である。 

スコットランド・グラスゴーのスコティッシュ・イベント・キャンパス（SEC）が一般的なクリーニン

グ、衛生および消毒に関して正確な「ハウツー」を示すために利用している資料の例を付録 4 で閲覧で

きる。これらのスライドには、エレベーターのクリーニング、手すりの拭き方、トイレのクリーニング、

壁の清掃、シャワーのクリーニング、モップによる通常の床の洗浄、窓や鏡のクリーニングなどの具体

的事項についての詳細が記載されている。 

 

グラスゴーのスコティッシュ・イベント・キャンパスが使用している、クリーニングに関する詳細な指

示に関するスライドの例。 

4 | 一般論として、健康安全の専門家は、「高頻度接点（high touchpoint）」エリアと、トイレ、狭い

通路、エレベーターなど、人々の間の距離が近くなる可能性の高いエリアの重点的なクリーニングが重

要であることを強調している。 こうした距離の近さには、人々の間の距離の近さと、人がウイルスを残

し、その後で他の人がそれとは知らずにウイルスを付着させてしまう可能性がある壁、備品および床面

との距離の近さの両方が含まれる。フォーチュン 100 に選ばれた不動産投資信託であり、アジア、ヨー

ロッパおよび北米に多くの物件を所有するサイモン・プロパティ・グループ（Simon Property Group）

の「新型コロナウイルス感染症発症軽減プロトコル（COVID-19 Exposure Mitigation Protocols）」に

は、主な「接点エリア」と「接点」自体の概要が記載されている。 
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グラスゴーのスコティッシュ・イベント・キャンパスが使用している、クリーニングに関する詳細な指

示に関するスライドの例。 

プロトコルへのリンクについては以下を参照。 

http://470879536912c09ee57a-

6dbb2f607afbae7d42fcbbec027394c3.r67.cf1.rackcdn.com/Simon-Property-COVID-19-

Exposure-Mitigation-Protocols.final.pdf  

5 | 現在利用していなかったとしても、プログラムの更新に際して非接触衛生技術の利用を検討すべき

である。注力すべきエリアの一つがトイレ／化粧室である。確立されつつあるグッドプラクティスには

以下のようなものがある。 

• ふたを閉めた状態で水を流す指示を追加または表示する。ふたを開けた状態でトイレの水を流すと、

水滴を含む水煙を発生させ、水滴が残ることが知られている。同様に、中国の研究機関および中国当局

によれば、便サンプルから新型コロナウイルスが検出されている。そのため、ふたを閉めた状態でトイ

レの水を流すことが推奨される。 

• 以下のような非接触自動化（の追加）を検討する。 

– ドアの開閉（トイレエリアへのドアと個室へのドアの両方） 

http://470879536912c09ee57a-6dbb2f607afbae7d42fcbbec027394c3.r67.cf1.rackcdn.com/Simon-Property-COVID-19-Exposure-Mitigation-Protocols.final.pdf
http://470879536912c09ee57a-6dbb2f607afbae7d42fcbbec027394c3.r67.cf1.rackcdn.com/Simon-Property-COVID-19-Exposure-Mitigation-Protocols.final.pdf
http://470879536912c09ee57a-6dbb2f607afbae7d42fcbbec027394c3.r67.cf1.rackcdn.com/Simon-Property-COVID-19-Exposure-Mitigation-Protocols.final.pdf
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– トイレットペーパーディスペンサー 

– トイレの（手洗い用）ペーパータオルディスペンサー 

– トイレの水洗装置 

– トイレのシートクリーナー 

– 洗面所のソープディスペンサー 

 

トイレ／化粧室に関する非接触技術の例。 

• 顧客満足度は清潔さに対する期待に相当程度依拠するため、可視的なトイレクリーニングスタッフ（の

増員）を検討する。 

• スペースの限られた部屋で、あるいは覆いのないオープンエリアで過剰な数の人が順番待ちをするこ

とを避けるため、トイレエリアの外にウエイティングエリアを設置することを検討する。 

• 利用者にトイレの使用状況を通知するため、（飛行機のように）ウエイティングエリア付近の離れた位

置に使用中かどうかを示す表示を設置し、現地のフィジカル・ディスタンシング規則の下でのエリア内

の許容人数に達した際には、利用者にトイレエリアに入らないよう促すことを検討する。 

 

6 |ウイルスをまき散らし、その拡大スピードを速める可能性があるため、構築されつつあるガイダンス

の中では、ジェット噴射ドライヤーまたはハンドドライヤー（温風を吹き付けるタイプのもの）の使用

は推奨されないことが示されている。この問題に関しては研究が続けられているが、いくつかの予備的

な研究プロジェクトでは、トイレ／化粧室エリアで一般的に使用されているようなハンドドライヤーが
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健康安全上のリスクをもたらす可能性があることが示されている。詳しい情報については、以下のハー

バード大学のブログを参照。 

https://www.health.harvard.edu/blog/the-bacterial-horror-of-the-hot-air-hand-dryer-

2018051113823  

7 | バクテリアやウイルスを殺す UV-C（紫外線）技術の導入を検討する。 世界的にメーカーはまだ非

常に限られており、また、新型コロナウイルス感染症の病原体を殺すことに関して、正確な設備上の要

件やキャリブレーションに関するテストは現在プロセスが継続中であるが、ますます多くの組織がウイ

ルスに対してこの技術を適用するようになっている。これには、救急車、病院、手術室、歯科医院や公

共交通機関の UV-C（紫外線ライトベース）の清浄機が含まれる。この技術を 2020 年 4 月の大規模イ

ベントへの画期的ソリューションとして初めて研究し、光を当てたブリュッセル・エキスポは、その利

用を会議室、オフィス、トイレ、舞台裏の施設およびアクセス廊下に適用する目的で設計した。ブリュ

ッセル・エキスポの CEO、デニス・デルフォージュは次のように述べる。「私たちは、徹底した健康リス

ク評価を行った上で、この技術を先駆的に採用した。リスク評価の結果、特に、UV-C が新型コロナウイ

ルス感染症の 3 つの主要な感染形態、すなわち人と人との直接的接触、モノや表面を通じた間接的接触、

そして空気感染のすべてを標的にすることが明確に示された。私たちはそれを、健康安全体制に大きな

変革をもたらすものと捉えている。」 

 

2020 年 4 月に発表された、UV-C 技術の採用に関するブリュッセル・エキスポのプレスリリース。 

UV-C 技術の採用を発表したブリュッセル・エキスポのプレスリリース全文については付録 5 を参照。 

8 | 新たに開発された消毒剤「ミスト」技術の利用を検討する。 シンガポールの SingEx の会場セキュ

リティ・犯罪防止・業務運営担当マネージャーであるムハンマド・ユスリは、透明な外観の通過用トン

ネル「クリーン・レーン」コンセプトの試験的導入に対して、当初から多くの肯定的な反響があったと

報告している。入口に設置されたこの技術は、細菌やウイルスを殺すことに寄与する塩化ベンザルコニ

ウム（BKC）を 0.1%含む水溶液の消毒ミストの中を大人が歩いて通過することを可能にする。利用者

には内部を通過する際に目をアイシールドで保護すること、通過してから 10 分が経過するまではミス

トを洗い流したり拭き取ったりせず、付着させたままにするよう指示が行われる。この試験的プログラ

https://www.health.harvard.edu/blog/the-bacterial-horror-of-the-hot-air-hand-dryer-2018051113823
https://www.health.harvard.edu/blog/the-bacterial-horror-of-the-hot-air-hand-dryer-2018051113823
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ムは、政府が資金を拠出するテマセク財団（Temasek Foundation）の支援を受けており、医療専門家

チームにより綿密に監視されている。 

 

シンガポール・SingEx の通過用トンネル「クリーン・レーン」。 

通過用トンネル技術のバリエーションの一つで、一部の空港で試行中のものが、人が中に入って 40 秒

間の消毒剤スプレーによる洗浄を受ける「クリーンテック」キャビンである。 

9 | 信頼性の高い、国際的に定評のあるパートナーと提携し、クリーニング・衛生・消毒体制の検証、

テストおよび認証を行うことを検討する。そうした品質プロセス・品質管理関連の組織、機関または企

業との協力のプロセスは、総じてより厳格で優れたクリーニングおよび安全・衛生体制につながること

が多いだけでなく、クライアント、規制当局その他のステークホルダーに対しても、定評のある第三者

の関与により、組織が健康安全体制を適切に準備し、実行しているということについて、より大きな保

証を与えることになる。これを行っている会場の例が、フランスのヴィパリ（Viparis）であり、定評の

ある品質管理企業ベリタスと緊密に協力している。 

 

健康リスクプログラムにおけるベリタスとの契約を発表するヴィパリのプレスリリース。 
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10 | 接触の必要性を最小限に止めるその他の方法を全般的に検討する。 会場内で現金が不要となり、

使用せずに済むようキャッシュレス化を図ることから、クロークルームに行かなくてもよいよう、駐車

場に駐車した車に外套を置いてくるよう依頼することまで、物理的な接触や手渡しのやり取りの必要性

を抑制する多くの方法が考えられる。 

4.1.4 消毒・手洗いステーション 

1 | 会場全体を通じて、特に建物やホールへの入口と出口、メインの会議エリア、およびトイレ／化粧

室エリア付近に、容易に見つかる多数の消毒・手洗いステーションを設置する。バナー、旗、ポールな

どを使用して、ステーションの視認性を容易に向上させることができる。ステーションおよびそれから

離れた場所に、標識、ポスター、ステッカーやスクリーンを使用し、ステーションが付近にあること、

および適切な手洗い方法について来場者が常に把握できるようにする。ステーションを設置する際には、

噴水式水飲み場の利用の廃止、および非接触式のボトルへの給水ステーションの提供を必ず行う。 

2 | ボタンを押す、レバーを引く、あるいはボトルを持ち上げるなどの操作を必要とせずに作動する石

けん・消毒剤ディスペンサーなどの非接触式技術の利用に努める。ステーションの資材が枯渇しないよ

う、十分な供給を確保する。また多くの会場は、すべてではなくとも少なくとも複数のステーションに

おいて、手指消毒剤だけでなく、手袋やティッシュなど他の基礎的な衛生資材も提供することが有益な

方式。 

 

3 | 入場に際して来場者に手指消毒剤を使用するよう促すとともに、全員がそれを行い、清潔な手で施

設に入場することを実質的に促進し監視できるよう、入場口にある手指消毒ステーションにスタッフを

配置することを検討する。 
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4.1.5 非接触ポリシーの確立 

個人的な接触のない体制を促進・推進する。中核となる要素には以下が含まれる。 

• 来場者に対し、総じて他の人に接触しないよう指示する。 

• 握手を避ける。 

• スタッフや来場者がドアを開ける際や、廊下や階段で人のそばを通る際に人と接触しないようにする

ため、一度に一人だけが出入りできるようにする。 

• フィジカル・ディスタンシングのための視覚的標識を作成する。 

• あらゆる接触の後に洗浄を行えるよう、十分な量の手指消毒剤を（付近において）提供する。 

• ドアに足や前腕用の取っ手を追加し、手を使わずに簡単に開けられるようにすることで、ドアの取っ

手の表面への接触を回避できる。 

4.1.6 換気・ろ過 

1 | 新型コロナウイルス感染症に関する空気またはエアロゾルによる健康リスクに関するグッドプラク

ティスは、依然として確立の途上にあることに留意する。 新型コロナウイルス感染症は、主に人と人と

の密接な接触によって、呼吸器からの飛沫により広がると考えられており、ウイルスが空気中にどの程

度残存するのか、およびこれを通じてどの程度拡散されるのかについては依然として科学的な論争が続

いている。空気を通じた伝播の可能性がいまだ排除されていないことは確かであるが、この問題に対処
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するためのグッドプラクティスは依然として構築の途上にある。以下の推奨事項は、欧州空調換気設備

協会（REHVA）が策定したものである。 

• 外気により各スペースの換気を確保する。 

• 建物の稼働時間の少なくとも 2 時間前には換気を通常速度へと切り替え、建物の稼働時間から 2 時間

が経過した後により低い速度に切り替える。 

• 夜間および週末には換気を OFF にせず、システムを低速で稼働させ続ける。 

• 窓を利用して定期的な換気を確保する（機械式換気の建物においても）。 

• トイレの換気を 24 時間、週 7 日を通じて維持する。 

• 適切な換気方向を保証するため、トイレでの窓の開放は避ける。 

• ふたを閉めた状態でトイレの水を流すよう利用者に指示する。 

• 空気処理ユニットを、再循環から 100%外気に切り替える。 

• 熱回収装置を点検し、漏洩が管理されていることを保証する。 

• ファンが継続的に作動するよう、ファンコイルの OFF と ON を切り替える。 

• 暖房、冷房および加湿設定／設定点を変更しない。 

• 維持管理スケジュールに従って、外気吸気／排気フィルターを定期的に交換する。 

• 呼吸保護などの一般的な保護措置を講じた上で、フィルターの定期的な交換と維持管理作業を行うも

のとする。 

暖房、換気および冷房に関する詳細な専門的洞察に関しては、欧州空調換気設備協会（REHVA）の「作

業現場における新型コロナウイルス感染症の拡大予防を目的とした建物サービスの運営および使用法」

を参照。 
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REHVA のガイダンスに示された図解。 

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-

19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf  

2 |一般論として、換気を増やすことを検討する。冷暖房空調システムは主に空気を再循環させるが、現

在策定され始めているガイダンスのほとんどは完全な排気または空気の希釈（および新鮮な空気の取り

込み）、およびより高度な空気ろ過の必要性を指摘している。韓国の KINTEX など一部の会場は、空調

の設定を最大値に切り替え、新鮮な空気の流入を最大化するとともに、展示ホールへの空気の還流をす

べて遮断している。 

3 | 空調機の設置に関して、UV-C（紫外線）技術を検討する。 2020 年前半には、複数の国で消毒に

より空気を浄化する新しい装置が承認されており、新型コロナウイルス感染症の大流行によって、オフ

ィスセクターではそうした装置への関心が急激に高まっている。 

4 | 空気から有害粒子（アレルゲン、カビ、細菌）を取り除き、感染性、およびウイルスを含む飛沫の

伝達を軽減するために、植物イオン化装置または森林大気技術の利用を検討する。 

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf


AIPC・ICCA・UFI グッドプラクティスガイダンス |ビジネスイベント再開に向けた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応 

p.52 

 

シンガポール・SingEx で導入されている植物イオン化装置技術。 

 

韓国・KINTEX における、新型コロナウイルス感染症リスク管理に関する空気の流れと空調機能の説明。 

4.1.7 廃棄物処理 

新型コロナウイルス感染症の文脈において、廃棄物処理が課題となっている。HSE スタッフは、ゴミ箱

に加え、そうした廃棄物の収集に採用される手順や体制に関する審査・設置および選定に直接関与すべ

きである。 

以下の特徴を備えた、安全な廃棄物の収集・処分プロセスを策定する。 

• 密閉されたゴミ箱（上に蓋の付いたもの） 
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• 個人的な廃棄物を処分する十分な機会、すなわち（より）多くのゴミ箱を確保するとともに、それら

を安全な非接触の方式（フットペダルや、肘で押せる壁に設置されたノブなど）で使用できること 

• 例えば介護ステーションや隔離室などのために、少なくとも数個の特殊有害廃棄物容器を利用可能に

すること 

• HSE に関する訓練を受けたスタッフによる、適切な PPE を装備した上での廃棄物処分任務の遂行 

• 通常より大量の廃棄物への準備 

• 廃棄物の収集頻度の増加 

4.1.8 出展者によるクリーニング作業の促進 

1 | 可能な場合は常に、入口、出口、および展示ホールの主な地点において、適切な標識と手指消毒剤

ステーションを設置して出展者を支援する。来場者の多くは会場外で注意と認識し、会場内でさらに意

識を強化される。手指消毒剤それ自体に関しては、外部の当事者が持ち込む場合、現時点でのガイダン

スのほとんどが、ウイルスを殺す上で効果的であるために、60%超のエタノールまたは 70%超のイソ

プロパノールを含む消毒剤の使用を求めている。 

2 | E メール、アプリ、「予想されること」と「自らを守るためにできること」の動画へのリンクを通じ

て、来場者、スタッフその他の参加者に健康安全ガイダンスを事前に提供可能かどうか確認する。これ

は、予想外の事態による混乱を防止し、経験するであろうことに対して参加者が備えることに貢献する

とともに、早期に安全ガイダンスの内容を吸収する機会を提供する。 

3 | HSE 資材の選定・提供の担当者、および展示会に関するクリーニング体制の内容について、早期の

段階で明確化し、必要な場合には契約に規定するよう努める。 これは準備、展示会、解体に関して有用

となる。多くの場合、出展者は各自の PPE を持参するか、または持参するよう依頼されるが、（それに

加えて）何らかの仮定をしていたり、他の期待を持っていたりする可能性もある。同様に、誰が何を、

どの程度の頻度でクリーニングするかについて、両者それぞれの側の期待事項を明確にすべきである。

会場には 3×3m の平面を 1 時間に 1 回拭き掃除するスタッフがいるか？それとも、ブースのテナント

が 30 分ごとにそれを行うのか？そうした詳細について協議し、解決と決定を図る。会場全体の健康安

全体制が展示エリアを対象とするよう適切に拡張されるよう徹底を図るとともに、すべての関与者をこ

れらの課題に早期に関与させることは、明確さをもたらし、その後の問題発生を防止する。 

4 | 出展者が以下を行う／行わないよう促す。 

• 全体的に、参加者が利用可能な食物、スイーツ、または食料製品のサンプルの提供は避ける。 

• 自らと来場者が使用できるよう、手指消毒剤を用意する。 
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• 標準的な蓋の付いたゴミ箱を用意する（または彼らに提供する）。 

• 適切に個別包装された配布資料および無料サンプルのみを提供する。これに関する例として、2020 年

湖南モーターショーでは、すべて特殊ビニールに個包装されたコーヒー用マグカップが来場者に無償で

提供された。 

5 | 衛生およびフィジカル・ディスタンシング上の利点があらかじめ組み込まれている非接触技術ソリ

ューションの活用を検討する。そうした技術は、ブース・展示・会場全体のさまざまなレベルで、また

さまざまな方法で採用または適応が可能である。コンデュコ（Konduko）、GES、インフォ・サロンズ・

グループ（フリーマングループ企業）をはじめ、業界を主導する企業のますます多くが、展示ブースの

内部および周囲で特に使用される非接触技術プラットフォームをすでに更新しているか、または今なお

さらなる開発を進めている。 

 

スイスに本拠を置く見本市・イベントソリューション会社、コンデュコによる非接触イベント技術プラ

ットフォームの例。 

4.2 コミュニケーション 

1 | あらゆる形態の対内的・対外的コミュニケーションの量が、当初予想されていたよりも増える可能

性があるため、再開に向けた準備として、コミュニケーションチームを強化する必要性を検討する。 行

動変化の促進、安全リスク、新しい規則、組織としての新しいイニシアチブなど、コミュニケーション

を通じて今後発信すべき多くのメッセージがある。加えて、再開の取り組みへの関心は（非常に）高く

なる可能性があり、続いて以下の主体などからの多くの質問や連絡、より詳細な情報、インタビューお

よびミーティングの要請が予想される。 

• クライアント 

• 将来的なクライアント 

• パートナー 

• メディア 
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• 業界メディア 

• 現地当局 

• 国家当局 

• その他の規制当局 

• 特別利益団体 

• 労働組合、退職者、研修者など内部のグループ 

コミュニケーションのメッセージ作成とステークホルダー分析に基づいた計画を策定し、再開を支援す

るとともに、近い将来に発生が見込まれる、コミュニケーション上の要求の一時的な増大に対応できる

よう準備する。 

2 | あらゆる相手に迅速に、可能であればリアルタイムで連絡を取れる社内コミュニケーション機能を

備えるようにする。アプリ、WhatsApp その他の能力は、主催者や会場に、社内でメッセージを迅速に

配布するための（比較的）信頼性の高い、基本的で無償または安価なプラットフォームの確立と運用を

可能にする。新型コロナウイルス感染症関連規制の変更の伝達から、オンサイトでの疑わしいケースに

ついてのアラートメッセージに至るまで、迅速な社内コミュニケーションは高い価値を持つものとなり

得る。 

 

米国の食料品チェーン、クローガー（Kroger）による、他の事業者との共有を目的とした、得られた教

訓に関する「事業者向け詳細計画」からの画像。 

以下のクローガー「私たちが学んだことの共有：事業者向け詳細計画」を参照。 
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https://www.thekrogerco.com/wp-content/uploads/2020/04/Krogers-Blueprint-for-

Businesses.pdf  

3 | 会場内において、シンガポールの SingEx が開発した、来場者の意識向上を支援する、特別な訓練

を受けたスタッフによる「セーフ・ディスタンシング・アンバサダー」コンセプトの活用を検討する。

整った服装をし、礼儀正しく、必要な能力と装備を備えた「アンバサダー」は、フレンドリーかつオー

プンな形で来場者のエンゲージメントを引き出し、肯定的、積極的に安全体制を支援する役割を担うこ

とができる。 

4 | コミュニケーションチームに、HSE 関連事項を協議または説明する能力を有するメンバーを含める

か、HSE チームのいずれかのメンバーにそうした作業に関して準備を整えさせるようにする。 実施中

のすべての取り組みに関して、（ある時点で）何らかのオープンな、または正式な状況において第三者に

コミュニケーションを取らなければならなくなる可能性が高い。現地政府の規制当局者会議、HSE 関連

の準備に関する業界団体の会議、商工会議所の会議、メディアのインタビューなどを考慮すること。ト

ップマネジメントは主要なポイントについてのみそうしたコミュニケーションが可能であるが、具体的

事項の提示に関して専門家、特に効果的で有能なコミュニケーターが必要となる可能性が高い。 

5 | 自分たちの主張や立場を補強するため、コミュニケーション戦略の他のイニシアチブを利用する。 

パートナー企業、他の会場、あるいは業界団体に、自らの立場を向上または補強する目的で連携または

参照可能な多くのイニシアチブがある。「～を目的として、私たちは健康安全に関して協力を進めてい

る」、「～の助言に従って」、「～のガイダンスの利用を確保し」といったタイプのメッセージによって、

権威ある、信頼性と品質の高い計画・思考法・パートナーを使用していることを強調できる。 

参照する上で有用となるこの種の文書の例として、ゴーライブ・ブラジル（GoLive Brasil）が 2020 年

4 月に発表した、事業の再開に関する検討事項、条件およびアイディアの詳細を記載したガイダンスが

ある。 

 

https://www.thekrogerco.com/wp-content/uploads/2020/04/Krogers-Blueprint-for-Businesses.pdf
https://www.thekrogerco.com/wp-content/uploads/2020/04/Krogers-Blueprint-for-Businesses.pdf
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ゴーライブ・ブラジルのガイダンスの表紙 

英語版のガイダンス要旨については以下を参照。 

Protocolo Sugerido para Retomada da Industria de Eventos (Abstract).pdf (1).pdf 

6 | 安全な再開に関するメッセージの発信を補強するため、あらゆる分野とプラットフォームにわたる

コミュニケーションを検討する。アプリ、クロスプラットフォームの統合、およびフルサイクルの「カ

スタマー・ケア」アプローチ（マーケティング➡ セールス➡ 登録➡ 体験➡ イベント後のフィードバ

ック➡ フォローアップ）の開発が拡大し、ますます利用可能となる中、業界におけるコミュニケーショ

ンの選択肢は増え続け、より個々人のニーズに合わせたものとなっている。こうしたプラットフォーム

でメッセージを発信し、それを強化する機会を逸失することのないようにする。 

7 | オープンに先立って、特別なクリーニング体制を適用している事実を発信する。 プレス発表や記

事、あるいはウェブサイト上の動画であれ、そうしたメッセージを強調するとともに、健康・安全リス

クに適切に対処していることを画像や動画で実際に示すことを検討する。特に、会場が最近になって一

時的緊急施設として使用された場合には特にそれを検討する。 

一例として、メキシコシティのセントロ・シティバナメックス（Centro Citibanamex）は声明の中で、

同施設が「新型コロナウイルス感染症臨時ユニット」として使用された後、特別の、徹底したディープ

クリーニングの取り組みを実施したことを強調している。 プレスリリースの中で、セントロ・シティバ

ナメックスは特に、それをメキシコシティ当局とメキシコ国立自治大学（UNAM）医学部との緊密な協

力の下で実施したことを指摘している。 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1590419964_Protocolo%20Sugerido%20para%20Retomada%20da%20Industria%20de%20Eventos%20(Abstract).pdf%20(1).pdf
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ヘルシンキのメスケスクス展示・会議センターによる業務の再開に向けた準備を特集した記事。 

ヘルシンキ・メスケスクスのプレス向け発表の文面については、付録 6 を参照。 

8 | コミュニケーションの一環として、マーケティングを慎重に検討する。 米国を本拠とするスタグウ

ェルは、トップクラスのグローバルブランドのマーケティング、デジタル、リサーチおよびコミュニケ

ーション代理店を運営するグループであり、各企業による新型コロナウイルス感染症の危機への対応を

その当初から支援してきた。スタグウェルの副会長、レイ・デイは次のように観察する。「私たちは、消

費者が新型コロナウイルス感染症の前とはもう同じではなくなることが分かっている。そのため、各企

業はどうやって消費者を自分たちとの新しいジャーニーに連れていくのかを考えることが大切だ。」 こ

のジャーニーは、再開についてのメッセージの発信によって始まる可能性がある。その中では「自分た

ちの施設は安全で、準備が整っている」というメッセージを伝えることが重要であるが、他のメッセー

ジを送ることや、新たな出発に合わせたより幅広いマーケティングの取り組みを支援する機会もあり得

る。この要素としては、緊急施設としての貢献であれ寄付であれ、閉鎖中にコミュニティやクライアン

ト、パートナーをどのように支援してきたのかに関するメッセージが考えられる。 

9 | クライアントに接触を図るコミュニケーションとそこから得られた結果をマーケティング戦略に統

合する。 マレーシアのクアラルンプール・コンベンションセンターのグローバル事業開発・マーケティ

ング担当ディレクター、アンジェリン・ファン・デン・ブルークは次のように説明する。「継続的なエン

ゲージメントを通じて、私たちはクライアントに対し、彼らのイベント作成における希望とニーズを基

に、バーチャルイベントのプランニングと提供を可能にする新しい製品ラインナップを設計する意欲が

あること、そしてイベントのために当センターには何が提供できるのかをコンセプト化する上でのサポ
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ートを行う意欲があることを伝えている。」 そうして新たに考案されたイベントは、さらに全体的なマ

ーケティング戦略の一環として他のクライアントや主要ステークホルダーに伝えることができる。 

 

4.3 危機管理 

1 | 健康安全に関するインシデント・緊急事態・危機に対して適切に準備する。 インシデント、緊急事

態、危機のいずれの名称で呼ばれるかに関わらず、準備や会議、イベント、ショー、大会などを円滑に

進めようとあらゆる努力を行ったにもかかわらず、時として事態に思わぬ不具合が生じることがある。

インシデント・危機管理に対して準備を整えることは常にグッドプラクティスであったが、一方で新型

コロナウイルス感染症のリスクがあり、もう一方で要件がより厳格になっていることから、より一層準

備を整えることが不可欠となっている可能性がある。適切な準備のために、以下を検討する。 

• 「健康インシデント対応チーム」を設置する。 

• 危機管理のリスクシナリオ、計画および手順を新型コロナウイルス感染症関連のインシデントおよび

危機に最適化する。 

• 信頼できるステークホルダーと共同でリスクシナリオを協議およびレビューする。 

• 危機管理チームと共に新型コロナウイルス感染症シナリオの訓練を行う。可能であれば、他のステー

クホルダー、特に初期対応者を研修や実践訓練に参加させる。 

危機管理でのグッドプラクティスに関する参考資料については、「新型コロナウイルス感染症関連の諸

課題に関する AIPC・UFI のグッドプラクティスガイダンス」の第 3 章の「グッドプラクティス：危機管

理」、および ICCA の白書「危機管理：協会役員向け運営ガイドライン」を参照。 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_C

V19.pdf  

https://www.iccaworld.org/knowledge/benefit.cfm?benefitid=5205  

2 | インシデントおよび危機に対する準備を整える一環として、感染者の基礎的な追跡を遂行または支

援する態勢を検討する。 会場施設およびイベントの管理者は法の執行や健康調査を業務としてはいな

いが、彼らは通常、各会場に導入された技術や HSE・セキュリティ・IT その他の部署、ポリシー、計画

および手順により、そうした業務を促進できる。チケットのスキャンやセキュリティカメラ、あるいは

来場者の（過去の）移動の追跡に有用なリストバンドなど、たとえ一般的な内容ではあっても、施設が

健康安全や感染の調査の実現にいかにして貢献できるかを考究していることは有用である。 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_CV19.pdf
http://www.aipc.org/uploadFiles/1583929553_AIPC_UFI%20Good%20Practices%20Guide_CV19.pdf
https://www.iccaworld.org/knowledge/benefit.cfm?benefitid=5205
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3 | 新型コロナウイルス感染症に関する現実的な救急シナリオへの準備を向上させるため、可能であれ

ば、初期対応者と救急サービスと実践訓練を実施する。具合の悪くなった人が出た場合、イベントでウ

イルスを拡散すると脅迫された場合、またはソーシャルメディア上の人々が自分の施設を、実際にはそ

うでないにもかかわらず、まったく準備体制が整っていない、もしくは十分な PPE が揃っていないと非

難した場合にはどうすればよいか？小さなリスクに迅速かつ適切に対応し、大きな影響につながること

を防げるか？危機計画およびシナリオをテストし、実践的な訓練を行うことはいかなる場合においても

重要であるが、今や各施設は新型コロナウイルス感染症に特に結び付いた新たなリスクに直面している

可能性がある。そうしたリスクをリスト化し、シナリオについて徹底的に協議し、訓練を行い、可能な

場合には当局と協力して対応を訓練する。 

4.4 食品・飲料・バンケットサービス 

1 | 食品・飲料・バンケットサービスに関わる施設およびサービスは、きめ細かいクリーニング／消毒、

調理／取り扱い、食品の保管および廃棄物管理手順の対象となるべきである。 グッドプラクティスは、

スタッフの保護（PPE の可用性）に加え、例えば食品・飲料・バンケットサービス関連スタッフが使用

するトイレ、冷蔵室、保管用クローゼット、台車保管室、廊下、キッチンおよび調理エリアなどの周辺

施設にまで範囲を拡張すべきである。シンガポールの SingEx によるガイダンスでは、共用エリアを 1

日に 2 回以上完全に消毒すべきであり、また、すべての食品・飲料の調理エリアの換気に適切な注意を

払うべきであるとしている。 

食品・飲料・バンケットサービス（取り扱い）の安全手順に関するガイダンスについては、以下の情報

源を参照。 

• 世界保健機関（WHO）による食品の調理、陳列およびスタッフの衛生に関するガイダンスである「新

型コロナウイルス感染症と食料安全：食品業者向けガイダンス」 

WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng (1).pdf 

• 米国食品医薬品局（FDA）による「新型コロナウイルス感染症のパンデミック中における食品小売店、

レストラン、食品ピックアップ／配送サービスのベストプラクティス」の一般的情報源ページ。これに

は、以下の 4 つの一般的分野について、8 種類の言語による詳細なガイダンスが記載されている。 

 

http://www.aipc.org/uploadFiles/1590420071_WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng%20(1).pdf
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https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-

restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-

19?utm_campaign=Retail_COVIDretail_04092020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua  

2 | より長期的には、抗菌コーティングされた什器備品に加えて、徹底した消毒に耐えられるよう設計

された新型コロナウイルス感染症用の「クリーニングが容易な」食品・バンケットエリア／サービス用

什器備品の取得を検討する。前者はすでに、特定のモデルのテーブルおよび椅子、床材および壁面の塗

装に組み入れられつつあり、蛇口のような備品についてもますます容易に入手できるようになっている。 

4.5 交通・ロジスティクス 

配送・交通・ロジスティクス機能を遂行するパートナーに対して、可能な限り協力する。他のセクター

においてと同様、交通、および陸上・車両輸送一般に関しては多くの新しいガイダンスが策定されてい

る。一般的に、現在はフィジカル・ディスタンシングおよび健康安全上の要件を理由に、相当数のサー

ビス業がより遅いペースで、かつより少ない定員で機能している（特に交通サービス）。安全な荷物・ト

ラック・バン・貨物移送業務や、センターの搬出口または倉庫エリアとの往来などに関する安全運転に

関するガイダンスについては以下の情報源を参照。 

米国労働安全衛生局（OSHA）「配送作業者に関する新型コロナウイルス感染症関連ガイダンス」 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3998.pdf  

 

米国政府 OSHA による小冊子「配送作業者に関する新型コロナウイルス感染症関連ガイダンス」に記載

された情報の例。 

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19?utm_campaign=Retail_COVIDretail_04092020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19?utm_campaign=Retail_COVIDretail_04092020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19?utm_campaign=Retail_COVIDretail_04092020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3998.pdf
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職場安全・防止サービス（WSPS、カナダ・オンタリオ）「新型コロナウイルス感染症流行期におけるド

ライバー・トラックドライバーの健康・安全に関するガイダンス」 

https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-drivers-health-and-

safety-guidance.pdf?ext=.pdf  

ブリティッシュコロンビア・トラック輸送協会（カナダ）「自動車輸送業者向け新型コロナウイルス感染

症グッドプラクティス」 

https://www.bctrucking.com/sites/default/files/bcta_covid-19_best_practices.pdf  

米国疾病予防管理センター（CDC）の「貨物トラック乗組員のパンデミックの影響の予防」情報源ペー

ジ（この情報源は英語とスペイン語で提供されている） 

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/archived/cargo-trucking.html  

4.6 第三者サプライヤー 

主要な第三者企業・組織に対して、その健康安全プログラムに可能な限り協力する。サプライヤー（AV、

ソフトウェア、メディアその他あらゆる種類の企業）が何らかの健康安全プログラムを有しているかど

うか、それらプログラムが自分の会場のプログラムと合致しているか、および自分の会場において、彼

らによる優れたプログラムの実施をどのような点で支援できるかをチェックする。支援を提供できる領

域には以下がある。 

• 入場時におけるスタッフの健康スクリーニング。 

• 安全に関するすべてのブリーフィングにスタッフを参加させる。 

• 適切な場合、PPE 装備を共有する。 

• 計画立案上の要請に可能な限り応える。 

• 人員とプロジェクトの作業時間計画ソフトウェアを統合・連係する。 

• 最新の知識と健康安全に関する洞察を共有・提供する。 

• 安全な積み降ろし作業を適宜支援する。 

 

 

https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-drivers-health-and-safety-guidance.pdf?ext=.pdf
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-drivers-health-and-safety-guidance.pdf?ext=.pdf
https://www.bctrucking.com/sites/default/files/bcta_covid-19_best_practices.pdf
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/archived/cargo-trucking.html
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5 グッドプラクティス：群衆管理の実施 

1 | フィジカル・ディスタンシングに関する対策と要件をめぐって潜在的な問題が生じていないか検知

するために、早い段階で、新型コロナウイルス感染症以前との比較で増大した来場者フロー管理を実践

する。そうした管理を、少なくとも以下の 3 つの観点から検討する。 

• 課題（問題／異常／渋滞とも読み替えること）を監視し、検知する能力。 

• 課題が生じる地点に対するフローを遅らせる（管理する）能力。 

• 課題に対処する、または課題を解決（解決のために介入する）する能力。 

「来場者、主催者およびスタッフの安全は常に私たちの最優先事項であり、群衆を読むことは私たちの

ビジネスの中心にある」と、RAI アムステルダムの安全・セキュリティ担当マネージングコンサルタン

トであるリク・ホーヘンドールンは考察する。「新型コロナウイルス感染症によって様式の一部は変化し

ているが、強力で堅実な群衆管理プログラムが基礎となることに変わりはない。」 

2 | 会場やイベントに応じて、以下でのまたはその周囲での人の流れの監視に検討を加えるべきである。 

• 周辺へのアクセスルート（徒歩または公共交通機関の利用者）および駐車場へのアクセスルート（車

での来場者） 

• 駐車場 

• 列に並ぶ前のエリア 

• 列 

• 入口 

• 出口 

• 屋内のメインエリア 

• 屋内の連絡通路エリア 

• 屋内のホールエリア 

3 | スタッフが問題またはインシデントに介入・対処できる能力を立案・具備することを看過しないよ

うにすることが重要である。そうした問題やインシデントとは、具合の悪くなった人、アクセス管理ス

キャナーの作動停止、経路に障害物があって通れない、口論やけんかである可能性がある。この目的の

ために、国が現地に許容している健康・セキュリティ関連の規則および規制はどのようなものかを検討
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するとともに、複数の選択肢を検討する。そうした選択肢には、HSE およびセキュリティスタッフのメ

ンバーを合同で状況確認のために派遣することや、複数のスタッフメンバーで構成される（例えば、1 名

が追加 PPE を装備するなど）一種の標準化された「インシデント対応チーム」が含まれる。 

4 | 来場者フロー管理のための監視手段。一般的には、セキュリティカメラ、ますますスマートになっ

ているソフトウェア能力、警戒セキュリティおよびスタッフ、手動および電子的な来場者カウンター（ポ

イント通過読み取り装置）、ならびに急速に拡大する一連の追跡・管理能力を軸としたものがある。上記

のうち最後の能力は、さらに Bluetooth 対応の追跡を含むアクセス管理および個人の電話／アプリ／ソ

ーシャルメディア技術を軸とする。この領域において、業界への主導的なプロバイダーとなっているの

がクラウド・コネクテッド（Crowd Connected）とウェイテーション（Waytation）であり、いずれも

先進的なイベント来場者追跡技術を提供している。 

 

アプリをベースにしたソフトウェアを組み込んだクラウド・コネクテッドによるソリューションセット。 
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複数の追跡データを表示した画像（ウェイテーション提供）。 

群衆の流れと特定の個人の位置を、そうした技術により、複数の形式で連続的に表示し、以下と統合で

きる。 

• 登録プロセス管理 

• ステークホルダーによる会場使用管理 

• 参加者が会場内にいるかどうかの管理 

• 参加者によるケータリング・バンケット施設利用の管理 
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EU 一般データ保護規則（GDPR）を遵守しているなど、プライバシー関連法に準拠した技術がすでに存

在し、複数の企業がマーケティング資料の中でこの点を強調するとともに、それぞれの技術がどのよう

にして個人のプライバシーを保護し、関連する複数の国家的および国際的な規則を遵守するのかについ

て詳細に説明している。追跡に付け加えて： 

5 | 追跡技術を応用し、人の存在を追跡するだけでなく、それを（事前）登録に加え、イベントの準備、

実施、およびイベント後におけるスタンドやブース、展示などの解体の際に到着・入場を特定の時間帯

に振り分けて計画することにも統合する。 

6 | （政府が承認または要請する）ウイルスの追跡や探知の取り組みに協力する能力を検討する。 この

データは、ほとんどの場合、構成やプライバシー設定に応じて、新型コロナウイルス感染症の警戒のた

めのあらゆる追跡・探知を目的として利用できる。 

7 | 主催者に来場者（多くの場合自らの従業員）を監視する責任を直接果たせるように群衆の密度に関

するデータを直接転送することを検討する。規制の徹底を図る過程では摩擦を避けることができる。主

催団体、従業員、監督者または仲間同士自ら来場者に「規則遵守にご協力をしてほしい」というメッセ

ージを伝えていただくことで、効果は高まる可能性がある。その際、主催者等に群衆の密度に関するデ

ータストリームの転送を行うとより良い 

8 | 新型コロナウイルス感染症に関する群衆管理のグッドプラクティスは、特に音楽または移動を含む

ライブイベントに関して、将来的に変更される可能性が高いことに留意する。 評価に時間と経験を要す

ることになると一部の専門家が指摘する要素には、ライブの音楽イベントなどにおけるマスク着用の効

果がある。これは、一方で個人の認識が困難となり、他方で通常よりも大きな不安を経験することにな

る可能性があるためである。 

 

6 グッドプラクティス：対策の奨励と徹底 

6.1 対策・クリーニング体制の表示 

健康安全手順を、可能な限りあらゆる人が閲覧し、把握し、その中から情報を得られるよう、適宜活字

または図解の形式で表示する。サインボード、壁、ドア、トイレの鏡、電子掲示板、掲示板、配布資料

および小冊子はすべて、清潔さ、個人の行動、個人の責任、行動規則などに関する基礎的なメッセージ

を強化する目的で使用する上で重要である。提供されるガイダンスは簡潔かつ明快であり、かつメッセ

ージを迅速かつ効果的に伝えられるような目立つ図で視覚的に補完されていることが望ましい。これは、

多数の外国人来場者がいる状況において特に重要である。 
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リア・コーポレーション「安全業務プレイブック」および米国政府ポスターセットより、グッドプラク

ティスの図解の例。 

6.2 役割・責任を定義する法的フレームワーク 

各ステークホルダーの役割・責任と、新型コロナウイルス感染症に関する自分の施設の健康・安全計画

におけるそれぞれの役割または機能を可能な限り成文化する。それにより、誰がどの役割の遂行に責任

を負うのか、どのプロセスのどの部分に責任を負うのかを明確にする。すべての主要ステークホルダー

を含め、可能な限り多くの人々を包括的に関与させ、それぞれが役割の遂行において何を期待されてい

るのかを明確にし、それをフレームワークの形式で成文化する。フレームワークについては、法務部ま

たは法律事務所から起草についての支援を受け、さらに内容について承認を受ける。 

6.3 現地当局とのコミュニケーション 

1 | 現地当局と緊密な関係性を維持し、定期的な会合を実施して活動についての情報を提供し、要件を

遵守していることを示すとともに、新しい事項について情報を得る。 そうした定期的交流の一環として、

規制当局への定期的な情報パイプラインを設け、当局が自分たちの施設の成績を追跡する上で適切かつ

適時な洞察を得られるよう徹底を図るとともに、問題があればそれを察知して対応できるよう支援する

ことが重要になる可能性がある。そうした連携に関するグッドプラクティスの構築の一例が、韓国・

KINTEX でスタッフが日次で記録する「新型コロナウイルス感染症に対する予防措置に関する日次記録」

であり、その結果は政府の保健担当職員と共有される。この記録用紙については別紙 7 を参照。 
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韓国・KINTEX のスタッフと政府の保健担当職員との定例スタッフ会議。 

保健当局との定期的な連携に向けたこの取り組みの一環として、スタッフメンバーまたは来場者が体調

を崩した、あるいはテストでウイルスの陽性反応があったなど、新型コロナウイルス感染症に関するイ

ンシデント報告を当局がどのような形で、およびどのようなタイミングで受けることを希望しているか

を明確化するようにする。 

2 | 現地政府と協力し、計画、コンセプトまたはアイディアについて、用語法に起因するコミュニケー

ションの齟齬が発生しないようにする。 セクターの再開を支援するため、ますます多くの有力な業界団

体がさまざまなイニシアチブを進めるようになっている。これらイニシアチブに関する利用、採用、準

拠、またはこれらイニシアチブ・計画・プログラムもしくはその一部に関してそうした団体の関与を求

めるに当たっては、使用・採用する用語法が提携したい相手先である政府の職員および機関に理解され、

受け入れられていることを確認する。ガイダンスの領域における新しい取り組みとして顕著な新しい例

が、業界の企業であるリード、クラリオンおよびインフォーマが共同で作成し、2020 年 5 月に発表し

た原則「オール・セキュア・スタンダード」である。この文書には、「群衆密度基準（Crowd Density 

Standard）」、「間隔を置いた受付（Staggered Admission）」、「会場のディープクリーニング（Venue 

Deep Cleaning）」など複数の「新型コロナウイルス感染症大流行後の用語」が登場する。これらの用語

は恒久的な標準語となる可能性があるが、種々の新しい用語が依然として発達の途上にあることを踏ま

え、当初から政府との調整を図り、論じている対象や報告内容が全員にとって明確であるよう徹底を図

る。新しい「オール・セキュア・スタンダード」ガイドラインの全文については付録 8 を参照。 

3 | 現地政府に、自らの施設について、特に HSE 規則の遵守についての（正確な）コミュニケーション

の支援を依頼する。 これは、事実の誤った報告や風評の発生を防止するとともに、通常の業務運営を促

進することを目的とする。情報の欠如、情報に関する論争、または規制当局の側の曖昧さは、業務に復

帰しようとする際、および組織に課された要件をすべて満たそうと努める際に大きな影響を与えるもの

となる可能性がある。健康・安全の準備に関する独自の情報発信について現地政府からの支持を獲得し、

それを認証してもらうことが重要となる可能性がある。 
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6.4 医療サービスポイント 

1 | スタッフと来場者が治療を受けられる医療サービスポイントを複数箇所設置する。 サービスの内

容としては、支援や助言の提供、健康スクリーニングテストの実施、または将来的には新型コロナウイ

ルス感染症テストの実施が含まれる可能性がある。そうしたサービスステーションには適切な訓練と資

格を有する人員を配置するともに、簡単に見つけられるよう、目につきやすいものにする。適切な場合、

手指消毒剤ステーションの近くに設置するか、または手指消毒剤も提供する。そうしたサービスポイン

トの数は、新しく生じてくる要件、すなわちホールの数、予想来場者数、ステーション間の距離、さら

には、メインエントランスエリア付近や大規模会場の連絡通路の中心部に近い部分など、稼働率が高く

なる可能性の高い地点に応じて決定する。 

2 | 医療サービスポイントを、啓発と健康安全に関する意識向上のためのスタンドとしても活用する。 

標識の表示、追加情報の提供、および個人としてのグッドプラクティスに関する健康安全資料の表示は、

直接的な医療支援の提供に加えて、情報伝達の手段としての医療サービスポイントの価値を高める。 

 

医療サービスステーションに表示できる健康に関する啓発／指示ポスターの例。 
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6.5 新型コロナウイルス感染症の予防に関する訓練 

1 | まだ存在していない場合、（消毒資材の使用、一般的なクリーニング、廃棄物または救急資材の処分

に関して、どの外注業者または他の第三者をいつ訓練すべきかを含めて）誰を何に関して訓練すべきか

を詳細に説明する HSE 健康安全訓練プログラムを開始する。特に、該当する場合、単にまったく新しい

手順に関する訓練を含め、定期的なスタッフ訓練、HSE または「消毒チーム」の訓練、およびコーディ

ネーターまたはマネージャー訓練を検討する。 

2 | 誰がどの研修を受けたかを追跡・監視する。 認証可能である場合、認証その他の出席・修了の証明

を取得するようにする。将来的なクライアントや規制当局が、実施した研修に関する証明を求める可能

性がある。 

3 | スタッフがどのオンライン訓練プログラムを受けられるかを検討する。 特定の種類のクリーニン

グの実施から取り組みの監督方法に至るまで、多くの新型コロナウイルス感染症関連リスクプログラム

がオンラインで開講されるようになっている。利用可能なプログラムを調査し、品質、体験および適性

をチェックして、チームにとって、あるいは新規採用者や臨時職員などのチームの一部のメンバーにと

って価値ある選択肢となる可能性があるどうかを検討する。国際的なファン・デル・ファルク（Van der 

Valk）ホテルとビジネスミーティング施設チェーンの一部である、ファン・デル・ファルク・ケア（Van 

der Valk Care）およびファン・デル・ファルク・ビタール（Van der Valk Vitaal）では、ロックダウン

期間にフィジカルとオンラインでの研修を利用し、人事部による新しい人材の発見・採用と既存スタッ

フ内での人材発掘を支援した。例えば、人材の採用がオンライン学習と教育の経験を含むようになり、

さらに新型コロナウイルス感染症でスタッフの通常業務が制限される中で、オンライン研修プログラム

での質問は自宅待機中のスタッフがどのような能力を他の分野で応用可能かを特定する上で有用となっ

た。 

4 | スタッフの訓練プログラムに「得られた教訓」を可能な限り取り入れるよう努める。 過失を予防し

グッドプラクティスを浸透させるために、作業現場で得られた改善の必要性を指摘する教訓を、フィー

ドバックループの中で、スタッフへのフォローアップ訓練に取り入れることが望ましい。そうしたフィ

ードバック学習を新規の、または次回の訓練に取り入れる上での担当者を任命できるかどうか確認する。 

6.6 オンサイトにおける懸念や疑問の管理 

1 | 顧客からフィードバックを受けること、および問い合わせを受け、専門知識へのアクセス情報とと

もに回答を行うことに関して、そうした問い合わせが電話、E メール／ウェブサイト、ソーシャルメデ

ィア、紙ベース（手紙または意見ボックス）または受付または会場で直接のいずれでなされるかを問わ

ず、新型コロナウイルス感染症以前における標準的能力を増強する。質問に回答するスタッフとマネー

ジャーは、新型コロナウイルス感染症関連の質問に関連する傾向にある多くの分野に関する専門家では

ない。そのため一方では「よくある質問（FAQ）」に回答できるよう彼らを指導し、情報を与えるととも
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に、他方で HSE に関する専門知識をすぐに呼び出せるようにしておく必要がある。質問に回答する上

で、HSE リーダーのような専門家か、それ以外では健康・安全フレームワーク実施リーダーに照会でき

るようにする。彼／彼女が質問に対応できない、または回答を知らない場合は、回答が必ずしもすぐに

得られないとしても、少なくとも適切な回答のソースを発見する上で顧客を支援できるよう、インフォ

メーションデスクが質問への回答とその質問を保健当局に照会できるかどうかを確認する。 

2 | 「質問回答ポイント」に対して、基本的な知識をより向上させる。 誰もが「ニューノーマル」とは

何かを確立しようと試み、規則、規制、そして新しい物理的現実への対応方法を見極めようとしている

中、再開後間もない時期にはより多くの質問を受けることが予想される。そこで、顧客（大多数）と対

面することになるチームメンバーが、業務および手順上の基礎的な変更について定期的に更新情報を提

供されるよう徹底を図る。ハーグにあるワールド・フォーラムの安全・セキュリティ担当マネージャー

であるマール・シペンホフは、「スタッフが丁寧に、粘り強く質問に答えられるよう準備を整えるととも

に、基本的なポイントを明確さと一貫性を持って補強し続けられるように支援すべきだ」と述べている。

「スタッフと顧客の両方が、新しい情報、新しい知識に圧倒されている。そのためスタッフには、再開

に当たって、外部の人々は新しいやり方に適応しなければならないということを絶えず念頭に置き、意

識しておいてもらう必要がある。結果的に、質問は通常よりもはるかに多い数となり、適応の過程には

時間を要することになるため、しばらくの間は『より多い数の質問』が基準になる可能性が高い。その

ことに留意し、それに備えるべきだ。」 

3 | 対応能力上の要求を考慮する。特に電話と E メールでの要請に関して、特定の業務やイベント、イ

ベントの種類、および大規模イベントの再開については、それらのイベントに先立って通常よりも多く

の質問が生じる可能性が高い。同様に、イベントの直前および実施中には、会場内にいる人からの質問

が増える可能性があるため、「質問にお答えします」ボタンを身に付けたスタッフを増員して各所に配置

し、インフォメーションデスクが対応しきれない状態（そうなった場合、屋内の列が伸び、フィジカル・

ディスタンシング上の問題が生じる可能性がある）にならないようにする。 

4 | 「質問の分配」を検討する。 全体的な「質問と回答」に関する圧力の高まりを軽減する一つの方法

として、例えば特定のイベントアプリ内の「主催者に質問する」ボタンを通じて、特定の（サブ）イベ

ントスペシャリストに直接質問しやすくすることが挙げられる。もちろん、一般的な質問、状況に応じ

た質問、および会場に応じた質問は常に一定程度生じることになるが、質問が「衛生ステーションには

手袋がありますか」といったものではなく、「ビジネスサークルのミーティングで、第 4 ホールの自分の

椅子を拭くものを提供してもらえますか」というものであった場合、第 4 ホールのイベント主催者に質

問を転送できた方が、解決がより容易になる。 
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6.7 新しい情報源の監視 

1 | 新しいまたは受け取ったニュースを定期的に監視するチームを任命する。以下を目的として、でき

る限り多くのニュースソース（TV のニュース、新聞、ソーシャルメディア、ポッドキャスト、ラジオな

ど）を対象とする。 

• パンデミックに関して、状況と具体的な事項に関する注意関心を維持する。 

• 政府のアプローチまたは規制の変更を追跡する。 

• 業界に直接的に関連する変更（新たな機会や新しいリスクの出現など）を追跡する。 

• 風評について調査し、風評管理を実施できるようにする。 

• 会場やイベントに適用できる可能性のある新しいソリューションセットについて調査する。 

これには、単にこの職務の担当者を 1 名任命する、既存のコミュニケーションチームのメンバー2 名に

この職務を割り当てる、またはまったく新規にチームを創設するといった方法が考えられる。重要なの

は、誰が関連メディアを意図的に監視しているかをマネジメントが把握していること、および、多くの

組織が新しい情報の流れに圧倒されている社会的な危機の中で、情報を関連する内部当事者に転送し、

重要な動向が見逃されないようにすることである。 

2 | ニュース監視機能に、風評の追跡・風評の管理を含める。 大々的な再開をしようとする際に、何者

かが会場やイベントに関する虚偽の言説を流布し、運営許可に関する問題のため直前にキャンセルを余

儀なくされる、という状況を想像する。ニュースソースや（ソーシャルメディア）環境にいる人々によ

る会場またはイベントに関する言及を積極的に監視し、問題を生み出しかねない、誤解を招くような風

評がないかスクリーニングを行う。世界では複数の政府が、新型コロナウイルス感染症に関して大きな

影響を及ぼす可能性のある風評の監視を支援している。こうしたニュースの追跡は有益である可能性が

ある。 

 

例：シンガポール保健省の風評の追跡・確認サービスのウェブページ。 
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6.8 リアルタイムでの群衆の動きの監視 

1 | 可能な場合、リアルタイムでの群衆監視を実施し、安全上の事項を速やかに検知してそれに対応で

きるようにするとともに、問題に対処するための手順を整備する。安全・セキュリティ・業務運営その

他のユニットまたは部署が、群衆の動きに関して全体的な視野を保有・維持できるようにする上での選

択肢としては、電子リストバンド、アプリ、ヒートマップなどがある。大会、イベント、会議、および

業界団体のイベントや会議にサービスを提供する複数のサービスプロバイダーのテクノロジー例が、本

ガイダンスの第 3、第 4 および第 5 章に取り上げられている。 

2 | 政府の群衆追跡プログラムに関して、その利用、それとの協調、またはその恩恵を享受することを

検討する。 さまざまな国が、個人の追跡、入場・アクセスチェックその他の機能を通じた新型コロナウ

イルス感染症のリスク管理の促進を目的とした国家的なアプリプログラムを利用しているか、またはそ

れに取り組んでいる。そうした技術があれば、実質的に、政府が多くのケースですでに会場内の群衆管

理に恩恵をもたらすソリューションを整備しているため、会場としての要件は限定される。その一例が

シンガポール政府であり、接触追跡を支援するそのアプリ「TraceTogether」と来場者管理システム

「SafeEntry」は職場で広く利用されている。SingEx などの会場は実質的に、シンガポール政府が「サ

ーキットブレーカー期」と呼ぶこの時期のために配備した、上記のような先進的システムから直接的な

恩恵を受けている。そうしたシステムによって、大会、展示会その他のイベント開催場所にとっては独

自の能力を追加する要件が緩和されるためである。 

 

シンガポールの SafeEntry プログラムについて、詳しくは以下を参照のこと。 

https://www.gov.sg/article/safe-management-measures-required-at-the-workplace-after-

the-circuit-breaker-period 

 

 

 

 

 

https://www.gov.sg/article/safe-management-measures-required-at-the-workplace-after-the-circuit-breaker-period
https://www.gov.sg/article/safe-management-measures-required-at-the-workplace-after-the-circuit-breaker-period
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