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■【第１７４回月例研究会受講報告】                    会員 No. 6005 斉藤 茂雄 

                          

日時  2012 年 8 月 29 日 18:30～20:30 

会場  機械振興会館地下２Ｆホール 

テーマ 事業継続マネジメントの現場・現実とは 

講師  株式会社 富士通総研（ＦＲＩ） 

 執行役員 第二コンサルティング本部 ＢＣＭ事業部長 伊藤 毅 氏 

 

【講演骨子】 

3.11 の東日本大震災を被災し、日本企業の被った被害は物理的被害やビジネス停止による機会損失など

に加え、グローバルな視点からは日本企業の事業継続能力に対する信用低下にまで繋がり、その影響は甚

大である。このような状況から形式的な BCP の策定ではなく、真の「事業継続能力」が求められるが、調

査によると BCP に取組まない理由として「（自企業内に）策定に必要なスキル・ノウハウがない」という

声が多い。これは事業継続の真の意味を理解しないまま、形式的な手続きだけを求められているといった

誤解からきている。 

BCPが無いとどうするか。10年前には大概の企業は BCPを持っていなかった。この状況で被災したら何もしないで

いた訳はなくて、皆が集まり、何を優先しやらなければいけないかを考え、対処したはずである。これは当たり前のこ

とである。ただ、昔はこれで良かったが今は平常時のビジネススピードが速くなり、ビジネスが停止した時の影響が

格段に大きくなってしまった。従ってその時に集まってでは遅く、事前に準備しておかざるを得なくなった。この当た

り前のことを頭に置いて、準備し、訓練する、これを繰り返すことが事業継続能力を高めることであり、そのための管

理プロセスが BCMである。 

（報告者要約） 

 

【講演概要】 

１．経営を取り巻く危機環境の変化 

世界の自然災害と経済損失をまとめた資料があるが、1995 年の阪神淡路大震災、2005 年のハリケーンカ

トリーナ、今回の東日本大震災・タイ水害で突出して経済的損失が発生している。ここで考えておかなけ

ればいけないのは、被害には直接被害と間接被害があることである。設備・建物の復旧、再調達、取引先・

委託先変更による追加費用、緊急節電対応による機器・拠点移転などといった直接被害は比較的分かり易

い。また、ビジネス停止により発生した売上減、機会損失や納期遅延によるペナルティといった間接被害

までは比較的想像がつく部分である。ところが実は非常に大きい間接被害というのが、「日本企業の事業

継続能力に対する信用低下」である。 

10年ほど前、海外で BCMについての要求事項をヒアリングして回ったことがあるが、日本は地震国で、英語にまで

なった「津波」という言葉がある国で、素晴らしい工業国なのだから、既に優れた対策をしているだろうというのが海

外の認識だった。ところが今回そうでない事象が露呈してしまった。この事実が非常に大きいと感じている。 

帝国データバンクの「BCPについての企業の意識調査（2012年 3月 27日）」によると、5,990社の調査で 1ヶ月

以内に復旧は 2,680 社（44.7%）、復旧に 1 ヶ月以上かかったが 3,310 社（55.3%）、復旧に半年以上かかった企

業は 1,617 社（26.9%）である。日本人の感覚ではあれだけの災害の中でよく 1 ヶ月で再開したと思ってしまうが、

停止期間だけ見たらひどい状況である。ビジネスの世界はドライであり、1 ヶ月もビジネスが止まったという事実を考

えなければならない。実際、海外の取引先から BCP の状況を問い合わせて来ており、日本でも取引先全てを集め、

各社に真の意味の BCP を提示させる企業が出てきた。形式的な BCP ではなく事業継続のパフォーマンスを求め

る動きが、昨今の経営環境（危機環境）となりつつある。 
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２．BCM とは何か 

内閣府が出している平成 23 年 11 月調査の「BCP の策定状況」では、大企業の 72.3%、中堅企業の 35.7％が

取り組んでいるという数字になっている。BCP については定義がはっきりしていない側面があり、色々な数字があり

すぎるが、72.3%という数字には本当にそうだろうかという疑念もある。 

同じ調査に「BCP に取り組まない理由」というのがあり、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」というのがトップで、

回答企業 284 社の約 50%を占める。これはおかしなことだと思う。被災した時、どうやって業務を再開するか分から

ないはずがない。BCP がないからと黙って見ているビジネスマンは居ない。こういう回答が出るのは BCP について

のお作法を言い過ぎているコンサルタントの責任かも知れない。このことが問題であり、この誤解をいかにほぐすの

かが BCMの普及にとって必要なことだと考えている。 

ISO22301が正式発行されたが、マネジメントシステムを構築したからとか認証を得たからそのことでBCMのパフ

ォーマンスが十分とは言えない。特にいざという時に使うかどうか分からない文書を沢山作ったり、ゆっくりした

PDCA は本来の BCM の目的ではない。「事業継続能力＝目標時間内に再開できる力（パフォーマンス）」が重要

であることを忘れてはならない。 

BCM の本質は「事業継続力の強化」にある。つまり、災害や事故、突然の業務停止、その他急激な経営環境の

変化などの、①危機的状況が発生することを前提に②事前にどのように行動するかを明らかにし③迅速な合同が

できるように準備をしておくことがすなわち BCMの取組みである。 

次に、リスク管理と BCM は違う概念であると考えている。リスク管理は「想定内」を前提とし、発生確率と影響度の

評価から対応を決める。リスク管理は「想定内」を対象とするため、リスク管理の対象を定めたとたんに「想定外」が

生ずる。BCM の領域は、発生確率は低いが損失の大きいものが主に管理の対象となる。対象には「想定外」も含

む。原因や発生事象に不確定要素が多いため、発生を前提に損失の減少・早期再開に重点を置く。「想定外」に

対しては代替手段を持つことが効果的である。 

 

３．富士通の対応事例 

富士通の工場では、デスクトップパソコンの製造工場である富士通アイソテック（FIT）が震度６弱の地震に被災

した。富士通では、富士通アイソテックの被害が甚大であったため、ノートパソコン専門工場の島根富士通で代替

製造行うことを決定した。それでは富士通の BCPはどうなっていたのか。 

それぞれの工場は、デスクトップパソコンとノートパソコンの専門工場であるが、当然ながらパソコンという事業を

考えた時、コスト的に双方の工場に代替生産できるような設備は用意していない。しかし、もしそれぞれの工場が代

替しなければならない時、何をしなければいけないかは分かっていた。富士通アイソテックでは 2007 年に BCP を

策定し、役員から現場まで過去 40回以上の実働とシミュレーションを織り交ぜた切替え訓練を実施していた。 

3.11 では被災してすぐに、福島と川崎と島根の３箇所に対策本部が立ち上がった。実際は４ｔトラックに支援物

資を積んで福島へ向かわせ、福島から設備を島根に運んだ。この時何を島根に運べばよいのか、何を新たに調達

しなければならないかは分かっていた。情報システムは二つ別々だということも分かっており、データは移行出来な

いので手入力が必要だと分かっていたので、即日川崎から島根に要員が派遣できた。この何をしなければならない

かということが明快になっていたのが富士通の BCP である。特別にお金をかけていない。代替手段というのは金を

掛けて別の場所に同じ設備を用意するということだけが答えでないということである。 

今回の場合 12時間後に島根工場に切替える BCPを発動できた。その時島根工場の何を停止しなければいけ

ないかの優先順位のカテゴリも決めていた。このように 12 時間で判断したので、12 日間で業務再開できたが、もし

BCP が無く初動が 24 時間 遅れて 36 時間後に発動していたら、災害時行動記録分析結果により、再開に 30 日

はかかったと予測できる。初動の 1 時間の遅れは再開の 1 日の遅れに繋がる。なぜなら皆で経営資源を奪い合う

からであり、それは水やガソリンの不足で社会生活面でも経験したことである。つまり BCM の初動はタイムマネジメ

ントとも言える。 
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４．BCMの４つのポイント 

BCMでやるべきことは次の４つに集約できる。 

① ボトルネックへの集中的な事前対策 

壊滅的な被害を受けた時に、普及にどの位時間が掛かるかを普段から考えておくことが重要。考えたなら復

旧を長期化させるボトルネックを見つけ、ボトルネックをいかに短縮するか、ボトルネックへの集中的な事前対

策が重要である。半導体製造工場であればクリーンルームかもしれない。製造工場であれば金型かもしれない。

情報システムの場合はデータの復旧など。 

② 復旧のみでない代替戦略オプション 

ボトルネックを含め壊滅的にやられたらどうするか。完璧な代替手段は用意できなくとも、少なくとも対応スピ

ードを速めることを考えておくことは出来る。状況に柔軟に対応するため、複数の戦略オプションを常に準備す

る。対策が未実施でも、継続方法と課題が明確になっていれば、対応時間は大きく短縮する。なんでもかんで

も2重化は出来ない。災害対策は費用対効果策でもある。事業において「お客様に提供すべきは価値」と考え

れば代替手段は沢山出てくる。極端な話、お客様やライバル企業で代替してもらう方法もある。いずれにせよ、

そのときになって考えるのでは遅いので、事前に準備しておくことが重要である。 

③ 発災 24時間以内の初動と意思決定 

24 時間以内の初動と 24 時間以降は考え方が違うことを知らなければならない。24 時間以内は被害状況が

違っていても対応は共通的である。初動は出たとこ勝負という考えは通用しない。必要業務量に対して人的資

源が大きく枯渇するのがこの段階なので、優先順位付けと訓練による特定の人に依存しない共通的な対応が

出来る備え、つまり動ける人材とルールつくりが重要である。 

24時間以降は、状況変化に応じて適宜柔軟な対応が必要となる。先のことはどんどん変わるので、決めてお

いても使えないことがある。 

④ 現場主体の訓練と改善の繰り返し 

どんな状況でその時何をしなければならないのか、その対応時間を短くするにはどうするのか、いわばチェッ

クとアクションの繰り返しを徹底的に訓練するのが重要である。富士通ではそのための実践的な訓練（シミュレ

ーション訓練）を提唱している。シミュレーション訓練では、事前に訓練シナリオを知らせない。次から次と災害

時の事象を提示し、それをやるには今の状況で何が出来るか、どの位時間がかかるのか、何がネックになるの

かをひたすら考えさせる。これにより、危機発生時及びその後の対処方法の計画性が「必要かつ重要なこと」

であることの気付きを促す。 

 

５．情報システムへの対応 

3.11で明らかになった IT部門の課題は色々出てきているが、当たり前の最低限の対策ができていなかったという

ことが大きい。物理的対策としてデータの外部保管の問題、免震床などの構造対策などもあるが、大きな問題は業

務継続観点での IT 構成管理が出来ていない点である。事業継続すべき重要な業務で使っている情報システムの

範囲が明確か、重要業務のアプリケーションが何か分かっているか、そのアプリケーションを動かす構成は？サー

バが色々なところにあって、何をどこで使っているか分からなくなり、何から手をつけたら良いかわからなくなってい

ないか。サーバのみならず、クライアント PC は、そこで動くローカルアプリケーションは、その PCのセキュリティは、

LANは、ネットワークは。つまりこれらの関係性（構成）を明確にしたトータルに考えた構成管理が必要である。 

また、システムの復旧についてデータのバックアップは当たり前になっているが、しかしバックアップが目的化して

いないだろうか。バックアップはデータ保全のためではなく、システムの停止状態から業務を再開するためにある。

そのためにはバックアップからの戻しの訓練が必要であるが、どの程度実施されているだろう。こういった当たり前の

ことが出来ていないことが、3.11で明らかになった課題である。 

3.11 以降新たに発生した課題として、今まで BCPが出来ていなかったので BCPを作ろうとすると現場の業務再

開に対するシステム要件が勝手にどんどん定義されてしまい、情報システム部門ではとても対応できない事態が起

こるというケースが想定される。これについては CIO がイニシアティブを取り、情報システム部門が仮説ベースの対
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策コストを算出するなどあらかじめ IT－BCPを策定し、業務部門と調整することにより課題解決すべきである。 

 

６．ポスト 3.11の BCM 

事業継続に形は無いと考えている。どうやるかは企業により異なるので、BCM や BCP という形を与え、それに企

業が合わせるのは間違いである。監査の視点でもそのように見て欲しい。BCM、BCP を監査するとするなら形を見

るのではなく、いかにその企業が速く事業再開ができるかという点に着眼すべきである。これは丁度その企業の経

営が正しいかを評価するのと同じくらい難しいことだと思う。 

次に BCM への取り組みの視点として、これまでも話したが、How（どうやってやるのか）から入ってしまい、ガイド

ラインやハウツウ本に頼ると BCM は出来ない。Why（なぜ取組むのか）から入り、What（何を目的にするのか）、

Who（誰がやるのか）Where（何を対象とするのか）When(いつまでにやるのか)そして How（どうやってやるのか）

でないと BCMは出来ない。なぜならば、その企業ごとに BCMは違うからである。 

最後にまとめると、組織がやらなければならないことは、事業継続能力すなわち速く復旧回復できる能力を身に付

けることである。それを実現するには３つの要素がある。一点目は「ハード」で、なるべく壊れないようにしておく、壊

れたときでも被害が少なくなるようにするということ。例えば情報システムでは二重化やバックアップである。二点目

は「ソフト」で、いざという時に速く動けるよう体制・役割分担、マニュアルや手順を準備しておくということ。三点目は

残念ながらいくらそういうことを決めておいても被災時には異なる事象が起きてしまうので、その時に柔軟に判断し

て速く動ける組織の能力、個人の能力を磨くことをやっておくということである。 

いままではハードを強化し、それに伴うソフトを作り、その下に人が動けるようにトレーニングするというアプローチ

だったが、今日申し上げたアプローチはその逆で、いざという時にどんなことが起きるのかみんなで発想し、その時

自分たちがやらなければならないことは何か、そしてそれを速くやるにはどんなソフト・ハードが必要なのかという具

合に考えることである。そして危機というのは災害事象だけではなく、今日の非常にスピード化した経営環境そのも

のでもあり、このような激変する経営環境の変化に対する取り組みもやはり BCMなのだと理解すべきである。 

 

【感想】 

3.11 以降 BCM、BCP の事例はいくつか聴講したが、今回ほどしっくりと身についたお話は無い。身近な事象も

含め、いかに 3.11 に BCP が機能しなかったか。例えば多くの会社で非常時の水や食料・備品を備蓄しながら、

「BCP の発動者不在のため」にそれが供給されず不自由したという話を聞く。これなども BCM が一部の担当者の

形ばかり仕組みとなっている結果であろう。恐らくそういった企業では BCP は機能しなかったのだと思う。今回のお

話を通じ、何故このようになり、何を反省しなければならないか、監査人として何を見ていかなければいけないか理

解出来た。 

終わりに、今回のご講演はお話が多岐に亘り、非常に情報量に溢れた内容であった。報告者の力不足で、この内

容をうまく皆様にお伝えできないことをここでお詫びいたします。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


