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+プロフィール

TAZAKIコミュニケーションコンサルティング 代表
田﨑 陽典

1995年明治大学商学部卒。
経済誌記者を経て1999年から（株）電通パブリックリレーションズにて危機管理および
コーポレートコミュニケーションのコンサルティングに従事した後、2009年より現職。
一般事業会社をはじめ、大学、研究機関、医療機関などを中心に、リスクおよびクライシ
スコミュニケーションの実務を支援。

20年間に渡って、企業・団体等のリスクマネジメント、危機管理対応に関するコンサル
テーションならびに実務を提供。平時における体制づくり、講演やトレーニングなどの研
修実施、日々発生するリスク事象対応支援業務に常時携わる。また、危機発生時における
オールステークホルダーズに対する危機管理対応支援、代行は多数。

厚生労働省新型インフルエンザ専門家会議専門委員、国立感染症研究所協力研究員、福島
県立医大放射線医学県民健康管理センターアドバイザー、長崎大学BSL-4設置計画地域連携
アドバイザー、北里大学認定看護師教育課程感染管理非常勤教員、厚生労働省新型コロナ
対策推進本部事務局参与などを歴任。



+本日の内容

1. 感染症危機管理とクライシスコミュニケーション
2. 危機管理対応コミュニケーションの実施戦略
3. 感染症危機管理対応時のマスメディア対応心得
4. 報道対応の実践
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1.感染症危機管理と
クライシスコミュニケーション



+感染症危機管理と
クライシスコミュニケーション

１）発生危機事象解消・正常化のための医学・保健的対応行動

感染症危機管理対応行動とは

２）発生危機事象の拡大を抑え、健康への影響を最小限にするための市
民に向けた情報提供・行動変容訴求活動

３）発生危機事象とその対応についての社会への説明活動

４）１）医学的対応活動や、２）対策情報の提供の質を上げるための市
民からの情報受信・分析活動



+感染症危機管理と
クライシスコミュニケーション

危機発生時における、2)3)4)の活動が、危機を管理するためのコミュ
ニケーション活動≒クライシスコミュニケーション。

２）情報提供・行動変容訴求活動

３）社会への説明活動

４）情報受信・分析活動



+感染症危機管理と
クライシスコミュニケーション

＜例：新興感染症の急拡大（危機発生時）の場合＞

 感染症の発生・拡大

 疫学調査・隔離 → 個別治療

 対策の決定（拡大防止と収束のため）

 現状と対策の情報発信と検証

 市民の情報受け取り

 市民の情報理解

 一人ひとりの市民が対策を実行

→感染拡大阻止

専門家が担い手
科学/医学による

 市民が担い手

現状と対策を伝え、理解し、
対策を実行してもらうため、
十分なコミュニケーション活動
が必要不可欠に



+リスク・コミュニケーション
危機発生時クライシス・コミュニケーション

予防 予防危機対策見直

危機対応

【危機発生と「対策」の流れ】

リスク
コミュニケーション

クライシス
コミュニケーション

【危機対応と「コミュニケーション」の流れ】

リスク
コミュニケーション

予防のため、および
危機発生に備えた
コミュニケーション

危機再発防止
信頼回復
コミュニケーション

リスク・クライシスコミュニケーション

リスク
コミュニケーション

危機対策策定

ご参考
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2.危機管理対応コミュニケーションの
実施戦略



+1.感染症危機のコミュニケーションを
難しくしている要因

①平常時においては“自分事”と認識しにくいため伝わりにくい。

②危機状況になって急に知られるが、急すぎて正しく理解されにくい。
誤解を招きやすい。

③危機情報は過大にとらえられやすい。

④危機情報は伝播するスピードが速い。

⑤科学的な情報をやりとりすることになり、難しくなりがち。

⑥科学的説明は断言を避ける表現になりがちで、曖昧、不十分、信用
ならないとまで思われることもある。

⑦科学的確率論になりがちで、一般には解釈しにくい。

⑧社会から迅速な情報公開、状況説明を過剰なぐらいに求められる。



+

こうした困難の中、
市民に、情報を伝えて、行動変容・態度変容を起こしてほしいとき、
社会や報道等に求められるのに応じて、その場しのぎで、
また、経験則や、これまでの慣例、個人や仲間内の考えで、
コミュニケーションを実行していませんか？



+2.コミュニケーション戦略

１）獲得目標“ゴール”の確定

• 何を理解してほしいか、どう行動してほしいか

２）コミュニケーション対象の明確化と理解

• 情報伝達・共有、理解を獲得したい“相手”の明確化

• 対象の理解

３）対象ごとの伝わりやすいツールと情報伝達ルートの選定

• 口頭説明・説明用紙・ポスター・動画・・・

• マスメディア/Web/各種広告/医療者・医療機関/学校/企業/・・・



４）対象ごと、ツールごとの情報形態のカスタマイズ

• 一般市民/患者・家族/医療者/企業・団体向け・・・

• ホームページ/SNS/報道用資料/広報誌/ポスター/広告・・

５）情報の発信のタイミングの工夫

• 迅速か/対象に受け入れられやすいタイミングか/拙速ではないか/
未確定情報が多いからと遅くなっていないか、など

６）情報の発信

• 対象が分かる、理解できる表現か、“ゴール”に向かっているか

７）コミュニケーション対象の反応の把握・情報収集/受信

• 獲得目標の達成状況確認

８）必要であれば次なるコミュニケーションへ
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保健
行政

各種

学校
メディア

病院

各種

施設官公
庁

消防
警察

企業

団体

医院

 多くの市民が属する組織や機関等は、
有効なコミュニケーションルート。

 こうした組織や機関との信頼関係を深め、
市民への“太い”コミュニケーションルー
トとすると有効。

 市民が属する全ての末端組織と直接的な
関係を作ることはできない。上位組織・
団体との関係を築き、これを通じてコ
ミュニケーションできるようにしておく。
（商工会議所・医師会・教育委員会）

 メディア（報道・ネット）は情報拡散力、
速報性の意味で最優先とも言える。

3.伝えたい相手と最適な情報伝達ルート



+4.危機管理対応のコミュニケーションを
推進するための組織体制

危機事象

直接
ステークホル

ダー
間接的ステークホルダー

“危機対策本部”

事実関係

マスメディア
ネット

外部専門家・識者
他地域市民など

さらに外部のステークホルダー

情報収集
情報分析

事
実
関
係

発信情報
内容決定

情報発信
戦略決定

コミュニ
ケーション
担当

HP/SNS

組織員へ説明
経緯と対応戦略

自組織
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3.感染症危機管理対応時の
マスメディア対応の心得



+1.危機発生時に社会へ伝えるべきこと
（＝メディアのミッション）

１．メインメッセージ
危険告知
危機回避行動

２．事実経緯

３．原因

いま、何が起きているのか
いま、関係者が取るべき行動
いま、関係者に急ぎお願いしたいこと
事態への意思、気持ちの表明も大切

 なぜ発生したのか、根本原因は何か。
 原因未確定の場合は、どのようにして
正確に原因究明に取り組んでいるのか
いつ分かるか

①何がどのような経緯で発生し、
②どう対応しているのか、
③事態は今後どう展開し、
④今後どう対応しようとしているのか
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感染症危機における報道

 “ニュース”を追求

・“初”/“拡大”/“最大“/”変更”

・“動揺”/“失敗”/“故意”/“業界慣習”

 詳細事実をどこまでも追求

・対策側の必要性とメディア側の必要性のギャップ

・「プライバシー」VS「公益」＜難題＞

 独自取材で追求

・患者や家族、病院幹部やスタッフにも

2.危機報道におけるメディアの特性
〜対応における注意点〜



+
3.感染症危機における
メディア対応の難しさ

 あいまいな点が多いこと

・初期にはリスクが不明確なまま対応方法を求められる。

・「不安定な状態」はネガティブな見出しになりやすい。

 記者の基本知識に差があること

・様子を見ながら適度な解説と基礎資料の用意を。

 発表主体が複数存在する場合があること

・国-都道府県-市区町村-医療機関の間の情報連携を。

・場合によっては警察や消防も。



+
4.Web/SNSを意識したメディア対応

 個人がメディアとなって自由に情報発信・拡散される

→マスメディアが取り上げない情報をキャッチ可能

→噂・誤情報が簡単に無責任に流布される可能性

→最初から選択された偏った情報が個人に集積する傾向も

 正しい情報を伝えるために

・新聞やテレビなどのマスメディア・報道機関への積極的情報提供

・HP・自前のSNSなどオウンドメディアの活用

・マスメディアのニュースはWeb、SNSで大きく拡散する



+
公表と課題



+的確なクライシスコミュニケーションは
平時の準備コミュニケーションにあり

発生時
的確なクライシスコミュニケーション

平時において
発生時の“万が一”を想定し尽くす

具体的対応方法シミュレーション・マニュアル化
コミュニケーションスキルの習得

平時において
感染症や対策について市民や報道へ周知しておく

公衆衛生リテラシーの向上活動



+

4.マスメディア（報道）対応の実践



+

ホームページ掲載（＋問い合わせ対応）

プレスリリース（＋問い合わせ対応）

個別電話・メール取材対応

個別直接取材対応

記者会見

手段の選択方法
・メディアからの問い合わせ量・勢い・会見要請など
・発生事象の社会的注目度・事象の重篤度
・説明のしやすさ
・国や県など他機関からの要請・歩調合わせなど

1.危機発生時の報道対応手段



+2.報道対応体制の構築
〜平時から〜

（１）メディア対応担当の確定・役割分担

① 広報部門（常設のメディア窓口部門）

・電話、メール応対はじめメディア対応の「窓口」の一本化

・「話せること」（ Q&A）の随時更新

・留意すべき「問われたこと」の随時情報共有

② 専門部門（健康福祉部門）

・会見等ではスポークスパーソンにならざるをえない

・現場対策と広報対応のバランスを考えて対応を
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（２）報道対応体制の内部での周知と徹底

・報道対応マニュアルの制作

・対応体制の関係部署、関係他機関との共有

・国、県、中核病院、医師会等との十分な連携体制

・報道記者やカメラ等部外者の入室制限ができるように

（３）報道・ネットのモニター体制

・どのように報道されたか、どう市民に受け取られ、拡散して
いるかを分析し、次の情報発信を検討する
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（4）報道機関との日常からの関係構築

・日頃から記者クラブ在籍記者とは関係を築いておく

・日頃から記者会見、記者レクを行い関係を築いておく

・日頃から専門的な知識を与える機会を設ける

・行政による非常時の対応体制やメディア対応体制について日
頃から理解を図っておく

・危機対応訓練などを取材してもらったり、場合によっては参
加してもらうことで、理解を深め、非常時の円滑なコミュニ
ケーションにつなげる



+

（1）記者会見開催の判断

・メディアから多数の同じ取材や会見開催要請

・行政機関からの会見実施のススメ

・社会的に、地域的に重大な事象

・まとめて説明したほうが理解を得やすい事象

・不特定多数に緊急に伝える必要がある事象

3.危機事象説明・公表上の一般的留意点
〜記者会見の実施を例に〜
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（2）記者会見開催お知らせ

・記者クラブ幹事社との相談のもと案内

・開催２時間前の案内など（要相談）

・会見概要と出席者程度を事前に知らせるようにする

（3）スポークスパーソン・会見出席者の選定

・総責任者か、専門家か、上手な人か・・・

・出席者選定は重要なメッセージ

※司会の機能も重要
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（4）資料の作成と配布

・誤解なく、正確に伝えるための基本ツール

・複雑な経緯、専門的な内容も分りやすく

・事態が動いている場合は、分かったことから断片的

でもＯＫ 完全な5W１Hも不要

・そのまま記事として使える内容・文章を目指す

・疾患および治療方法、病院機能、法令など、専門的

だが理解が必要な事項、質問を受けそうな事項は、

資料を添付したり、用語解説を付けるなどの工夫を。



+（5）Ｑ＆Ａの用意

・一般市民視点で質問を考える

・聞かれたらイヤな質問を挙げておく

・様々な立場の人になって考える

・コメント（訴えたいこと）も用意しておく

・当該事象に関連する通常の体制なども十分に用意

・関連する数字、詳細データはできるだけ用意

・その上で、「言えないこと」を明確に限定

・プライバシー保護等、言えない理由は合理的に

・一問一答で終わらずタテに深掘りSQを

・関係者との共有によるOneVoiceを



+（6）よくある対応に困るＱ例

・「認識が甘かったのではないか」

・「100％ないと言い切れるのか」

・「どうして、そう言い切れるのか」

・「あるかないか明確にしてほしい」

・「もっと明確な予想を示してほしい」

・「責任は誰にあるのか」

・「他にも発生しているのではないか」

・「こうした事態は予見できたのではないか」

・「○○○という市民／職員の声も聞かれるが」

・「○○○という国の方針／専門家の意見／研究があるが」



+（８）感染症危機でよくあるＱ

・病原体の性質、感染メカニズム、感染力、危険度・・・

・潜伏期間、発症時期、感染させる時期・・・

・年齢、性別、国籍、住所、家族など属性詳細

・勤務先や行動範囲詳細、感染経路、接触者・・・

・発症・自覚からそのあとの受診行動、確定までの経緯

・受診行動と医療機関側の対応の適切性

・当局はいつ把握したか、把握した経緯、これまでの対応経緯は

・国、県との連携、情報共有の体制とスムーズさはどうか

・いま自治体としては何をしているのか

・市民へのメッセージ
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（9）会見会場

・所内で会見を行う場合は、十分な広さの部屋を用意

・継続の場合は同じ場所で行う。

・執務環境と記者の導線が交わらないように

・スクール形式で

（10）進行上の注意点

・不要に長引かないよう工夫も

・ただし最初から終了時間を決めるなら、合理的な理由を
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（11）会見後の注意点

・会見中の説明と質疑内容は記録し、即関係者での共有を

・特に会見中に“宿題”となった事については即対応

・会見で社会の視点がよく分ることも。対応対策の不足分

を即補う

（12）最低限のマナー・姿勢

・最終的に見た目も大事。

・テレビや動画視聴者が信用できると思える一定レベルに



+4.メディアとの対話方法

具体的な方法1/8
【基本的心得】

【最重要】正確に／事実のみを

・事実関係を徹底して調べる
・客観的事実をまとめる
・必ず資料にまとめる
・想像は言わない
・「仮に・・」＝仮定の質問には乗らない



メディア／記者との対話
具体的な方法2/8
【基本的心得】

【最重要】分りやすく

・相手は専門家ではないことをよく認識
・背景を知ってもらう努力も
・必ず資料にまとめる
◎「伝えること」は難しい
◎「伝わる」ことはもっと難しい
◎相手に先入観があればなお難しい



メディア／記者との対話
具体的な方法3/8

【実践】

●「想定Ｑ＆Ａ」で準備徹底→基礎資料持ち込み
・基本方針の次にＱ＆Ａで詳細詰める
・分かることは不要、イヤな質問中心に
・タテにタテにＳＱを深掘り
・基礎データや「感想」も含める
・Ｑ＆Ａの体裁のものは記者らの目には入れない
（持ち込まない：見せることができるなら、
いっそう渡してしまってもよい）



メディア／記者との対話
具体的な方法4/8

【実践】

●×起承転結→○結から起は不要
・結論から話す
・長々話さない
・一問一答を基本
・ただし、ここぞというところでプッシュ
・正確性を求めるあまり分かりにくくなり、
曖昧になり、不正確な結果になることが。



メディア／記者との対話
具体的な方法5/8

【実践】

●分っていること、分っていないことの峻別
・分っていないこと、決まっていないことを確定
・＝答えなくてよいことを確定
・＝気が楽に
・あいまいな答えをしないために
・自信もって答えるために



メディア／記者との対話
具体的な方法6/8

【実践】

●質疑応答は「うまく話す」より「よく聞く」
・最後まで聞く
・よく分らない場合は聞き返す
・質問の意図を一旦まとめて確認
・「あったか、なかったのか」「ＹｅｓかＮｏか」
「それはどうしてか」「いつか」
など記者の質問形式に沿って答える

・△「論破」○相互理解



メディア／記者との対話
具体的な方法7/8

【実践】

●表現にも気をつける
・専門用語は極力避ける
・例え話は慎重に
・傍観者的立場の発言や態度は避ける
・“内輪”の立場を弁護しない



メディア／記者との対話
具体的な方法8/8

【実践】

●見た目・印象にも気を配る
・とにかく真摯な態度で
・表情、身振りや服装も適切に



ご清聴ありがとうございました

TAZAKIコミュニケーションコンサルティング
田﨑陽典

tazaki0406@khaki.plala.or.jp
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