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研究会、セミナー開催報告、支部報告 

 

■ 【第 167回月例研究会講演録】 

会員 No.355 岩崎 昭一（理事） 

日時 平成２３年１０月２８日（金） １８：３０～２０：３０  

場所 総評会館 

議題 BCMS 適合性評価制度の現況と ISO 化の進展 

講師 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 情報マネジメント推進センター 

   副センター長 高取 敏夫 氏 

 

＜講演骨子＞ 

東日本大震災などの影響により、最近特に、各組織における事業継続についての関心が高まっており、BCP

（事業継続計画）策定にとどまらず、BCMS を構築・運用する動きが活発化している。このような状況を踏

まえ、2010 年 3 月に正式運用が開始された BCMS 適合性評価制度の現況や ISO 化の状況など について概説

する。（月例会案内に掲載） 

 

＜講演概要＞ 

 最初に、事業継続に関する現況について、内閣府の「特定分野（電気、通信、ガス等詳細は後述）における

事業継続に関する実態調査」を引用して説明があり、その後 BCMS 及び BCMS 適合性評価制度に関する説明

があった。主な項目は次のとおりである。 

（１） BCMS の概要 

BCP／BCM の定義、BCMS の定義、BCMS のライフサイクル、BCMS の適用範囲、BCMS の要求

事項 等 

（２） BCMS 適合性評価制度の概要 

制度の背景、BS 25999-1:2006、 BS 25999-2:2007、目的、事業分野、認証機関、認証取得組織、BCMS

保証、認証範囲 等 

（３） BCMS の ISO 化の現況 

ISO／TC223、国際規格策定の時期 

ISO/IEC27031：2011、BS 25999-2 と ISO/CD 22301 との対応表等 

 

＜講演のポイント＞ 

 事業継続マネジメントシステムの有効活用 

 ・企業・組織において緊急事態への事前の対策として、事業継続計画（BCP）の策定に止まらず、BCMS

を構築・運用する動きが活発化している。 

 ・災害リスクへの対応については、BCMS を有効に活用することで、BCP の実効性を高めるとともに、組

織のレジリエンシーを向上させることができる。 

（注）レジリエンシー（Resilience, -cy）：はね返り、弾力（辞書的意味）（筆者追記） 

  レジリエンシーとは、企業や組織が事業を停止してしまうような事態に直面したときにも、受ける影響の
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範囲を小さく抑え、通常と同じレベルで製品・サービスを提供し続けられるような能力をいう。 

  BS 25999-1 では、「インシデントに影響されることに抵抗する組織の能力」と定義されている。 

 

＜講演内容＞ 

１．事業継続に関する実態調査 

（１）内閣府中央防災会議では、今後１０年間で BCP 策定の割合を大企業でほぼすべて、中堅企業において

過半数を目指す目標である。平成２２年１０月のアンケート調査において、指定公共機関（災害対策基

本法第２条５項）では、策定済みが３６％（平成２０年度）から５８％（平成２２年度）に増加してい

る。また策定中までの合計は、７０％から８０％に増加している。 

（２）地域別では、東海地震、首都直下地震に対する BCP の策定が進んでいる。 

（３）平成２２年の調査は東日本大震災前のものであり３月１１日発生した地震、津波は反映されていない。 

（４）BCP を策定する組織は、徐々に多くなってきているが、今後、BCP の実効性を高め本当に役立つもの

にしていくことが重要であり、今後の推移を見守りたい。 

（注）「特定分野における事業継続に関する実態調査」については、内閣府防災会議（防災担当）ホーム

ページを参照されたい。（筆者追記） 

URL：http://www.bousai.go.jp/kigyoubousai/topics/index.html 

 

２．BCMS の概要 

（１）BCP（Business Continuity Plan） 

      組織が予め定めた許容可能なレベルで、その重要な活動を実施し続けることを可能とするため、何らか

のインシデント発生時に備え、開発され、まとめられ、維持されている文書化された一連の手順及び情報

の集合体。 

 

（２）BCM（Business Continuity Management） 

   組織への潜在的脅威や、そうした脅威が現実となった場合に引き起こされる可能性のある事業運営上の

影響を特定する包括的なマネジメントプロセス。このプロセスにより、組織の主要なステークホルダー（利

害関係）の利益や、組織の評判、ブランド、および価値創造活動を守ることについて効果的に対処できる

ようになり、組織のレジリエンシーを構築するためのフレームワークが提供される。 

 

（３）BCMS（Business Continuity Management System） 

   BCP／BCM を策定し、BCM ライフサイクル（事業継続の確立、導入、運用、監視、レビュー、維持

及び改善）が効果的に運用管理され、改善されることを確実にするマネジメントシステム（「事業継続マ

ネジメントシステム」）をいう。 

 

（４） BCM ライフサイクル 

 

 

 

 

http://www.bousai.go.jp/kigyoubousai/topics/index.html
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 ・BCM プログラムマネジメント 

  BCM プロセスの中核である。効果的なプログラムマネジメントにより、事業継続に対する組織のアプロ

ーチが確立される。 

 ・組織の理解 

  BCM ライフサイクルの要素の狙いは、組織の主要な製品及びサービス、並びにそれをサポートする重要

な活動及びリソースの洗い出しを通じて、組織の理解を可能とする。これらの要素は、BCM プログラム

を組織の目標、義務、法令で課せられた義務と確実に一致させるべきである。 

 ・事業継続戦略の決定 

  BCM ライフサイクルの要素は、「組織の理解」に続くものである。事業インパクト分析（BIA）の結果、

組織は自らの目標達成を可能にするための適切な継続戦略を選択できる状態にある。 

 ・BCM を実現する手法の開発と実装 

  BCM ライフサイクルの要素は、重要な活動の継続、並びにインシデントマネジメントを確実なものとす

るための適切な計画及び取決めを開発し実装することに関するものである。 

 ・BCM への取組みに関する訓練、維持管理、レビュー 

  BCM ライフサイクルの要素は、訓練及びレビューによって、組織における BCM の有効性が確認され、

BCM 

プログラム 

マネジメント 

組織の理解 

BCM 戦略
の決定 

BCM 対応の
開発と導入 

訓練、維持 
及び見直
し 

組織文化へのBCMの定着定

着 
BCM プログラムの適用範囲と構造は多
様であり、どれだけの労力を掛けるかは
個々の組織のニーズによって変わるが、
本質的な要素は実行する必要がある。 
 
・BCM プログラムマネジメント 

・組織の理解 

・事業継続戦略の決定 

・BCM 対応の開発と導入 

・BCM の訓練、維持管理及びレビュー 

・組織文化への BCM の導入 

公共・民間・非営利・教育・製造などあらゆる分野のあらゆる規模で実装できる。 

（出典：BS 25999-1:2006） 

BCM ライフサイクル 

BCM 
プログラム 
マネジメント 
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最新の状態に維持するよう徹底するものである。 

 ・組織文化への BCM 導入 

  事業継続を成功させるためには、事業継続は組織の規模や業種にかかわらず、組織のマネジメント手法の

一部とならなければならない。BCM プロセスの各フェーズにおいて、組織に BCM 文化を導入し、強化

する機会を捉まえる。（以上出典：BS 25999-1:2006） 

 

以上説明したように、現在、BCP／BCM まで進んでいる企業は見受けられるが、BCMS まで進んでいる

ところは少ない。重要なことは、BCM サイクルをマネジメントシステムとして実際にサイクルを回して

BCP の実効性を高めていくことである。 

 

３．BCMS 適合性評価制度 

  BCMS 適合性評価制度について、詳細な資料を入手したい方は、JIPDEC のホームページを参照された

い。（筆者追記） 

（１）BCMS 適合性評価制度の背景 

・自然災害、人的災害、取引先の破綻、システム障害等の脅威が発生した場合、事業継続を図る上で影響

を及ぼす様々なリスクに対して、どの様に対応を図っていくかは、組織にとって大きな課題である。 

・このような不測の事態においても、事業そのものを中断（混乱）することなく、継続・維持するための

方針や手続きをまとめたものが BCP である。BCP の作成を含め、事業継続の戦略的な運営管理の手法

が BCM である。 

  ・そして、BCM ライフサイクルが効果的に運用管理され、改善されることを確実にするマネジメントシ

ステムが BCMS である。 

  ・BCMS は組織の事業継続を脅かす潜在的な脅威や、それらの脅威が現実となった場合に引き起こされ

る事態への対応を効率的、効果的に行うための包括的なマネジメントプロセスであり、組織のレジリエ

ンシーを高めるための仕組みである。 

 

（２）BCMS 適合性評価制度とは 

   BCMS は、組織にとっての重要な業務・サービスが停止したときの影響を最小限に抑え、いかに事業

を継続するかという視点で、組織の現状を理解し、事業継続計画を策定し、演習により計画の実行性評価

を行いシステム運用するものである。BCMS 適合性評価制度は、2010 年３月に正式に発足し、評価は、

BS 25999 に基づき実施している。 

 

（３）BCMS 適合性評価制度の目的 

  ・BCMS 適合性評価制度は、社会の期待に応えられるように、世の中の役に立つ、信頼性のある制度と

する。 

  ・BCMS 適合性評価制度は、組織における事業継続の能力を向上させることにより、わが国産業の健全

な発展に貢献することを目的とする。 

  ・BCMS 適合性評価制度は、ＢCMS の普及・啓発活動を通じて、産業界における事業継続の取り組みを

拡大する。 
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（４）BCMS の事業分野 

   事業分野は、一般事業分野と特定事業分野からなる。 

   ・一般事業分野は、特定事業分野を除いた全事業分野とする。 

   ・特定事業分野は、BCMS の対象事業が重大な社会的影響を及ぼす事業分野であり、かつ BCMS の対

象事業が高度で特殊な専門性を必要とする事業分野をいう。（表 1 参照） 

 

 

表１ BＣMS の特定事業分野の分類 

№ 特定事業分野の区分 特定事業分野の説明 

１ 救急医療 三次救命救急医療に関わる分野 

例：救命救急センター 

２ 核燃料 核燃料施設関連分野のうち、核燃料の開発、製造、運用、

保管、廃棄を扱う分野 

例：ウラン濃縮事業 

３ 電気、ガス、水道の供給 電力、ガス、水道の供給に関わる分野 

例：電力会社 

４ 旅客事業 鉄道、海運、航空の交通機関のうち、旅客の運輸を対象

にする分野 

例：航空会社 

 

（５）BCMS 認証機関 

   ６認証機関（１機関は、審査中）（平成２３年９月現在） 

 

（６）BCMS 認証取得組織 

２６組織（平成２３年１０月末現在） 

認証取得組織は、多岐にわたっているが IT 企業が多く含まれている。 

 

（７）BCMS 認証の価値・意義 

  ・BCMS 認証は、組織が構築した BCMS が規制、顧客及び事業上の要求事項、製品及びサービス、採用

しているプロセス、並びにその利害関係者の要求事項を満たしていることを保証することである。 

  ・組織は大規模なインシデント、若しくは事業中断などに直面したとき、事業の復旧及び事業継続を確実

にすることを期待できる。 

  ・BCMS を開発、導入及び運用し、教育・訓練、演習、維持及びレビューを通じて重要業務を RTO（目

標復旧時間）内に復旧させることを確実にすることが期待できる。 

 

（８）BCMS 認証の保証 

  ・組織の BCMS が、規格要求事項に適合し、明示した方針及び目標を一貫して達成でき、有効に実施さ

れていることを、その顧客及び利害関係者に価値を提供するものである。 

  ・BCMS 認証では、特定した脅威が現実になった時に、組織の重要業務が継続され、事業継続性を向上
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させる仕組みが確立・維持されている可能性の高いことを保証するものである。 

  ・想定する脅威に対して、組織の重要業務が中断（混乱）しないことを保証するものではない。 

 

（９）認証基準規格等 

  ・対訳版 BS 25999－1 事業継続マネジメント－第 1 部：実施規範 

  ・対訳版 BS 25999－2 事業継続マネジメント－第２部：仕様 

  ・対訳版 ISO PAS 22399 社会セキュリティ－緊急事態準備と業務継続マネジメント ガイドライン 

  ・BCMS ユーザーズガイド BS 25999－2：2007 対応－（JIPDEC 発行） 

 

４．BCMS の ISO 化の現況 

  BCMS の ISO 化については、ISO／TC223（社会セキュリティ）において検討がすすめられており、2012

年に国際規格 ISO/IEC 22301 として制定される予定である。（未公開資料） 

    なお、現行の認証基準である BS 25999-2 と ISO/CD 22301 との対応については、大きな差異はなく、ISO

への移行は可能である。（対応表は省略） 

 

５．その他（Q&A） 

 Q１：BCMS の特定事業分野の分類において、通信・放送分野が含まれていない。東日本大震災の教訓から

当然含まれるものと考えられるがなぜか。 

 Ａ1：本制度の発足は、東日本大震災以前のものであり、検討段階で話題にはなっていたが、最終的に含ま

れていない。今後の検討課題になると思われる。 

 

以上 


