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2015.1 

投稿論文 【IT-BCPの実効性を高める訓練･演習とその監査】 

会員番号 0283 松井秀雄 （近畿支部 BCP研究プロジェクト） 

 

IT-BCPを策定しただけの状態は、あたかもコーディングができただけで単体テストや統合テストを一度も行っ

ていないソフトウェアの状態に似て、考慮漏れや記述ミスなどが存在する可能性が強い事から、有事の際に機

能しない可能性が強い。当論文では、IT-BCPが有事の際に機能する「実効性」を高めるための方策とその監査

について考察を行うものである。 

 

１．IT-BCPの実効性を高めるためにISOや各種ガイドラインで推奨されている事項 

1.1 BCPに関係するISO での要求事項 

BCPに関する ISO としては、ISO22301があり、策定した事業継続計画(以下 BCP と略記)の実効性を検証する

要求事項として「8.5 演習およびテスト」がある。 

また、IT-BCPに関する ISOとして ISO27031 [注 1] があり、その中で実効性を高める取り組みとして、 「7.5 意

識・能力の向上、および訓練プログラム」があげられている。 

いずれのISOにおいても、BCPの実効性を検証する手段として訓練・演習・テストが期待されている。 

[注 1]  ISO/IEC 27031 : Information technology – Security techniques – Guidelines for information and 

communication technology readiness for business continuity 

1.2 各種ガイドラインでの推奨事項 

多くの省庁から BCP に関するガイドラインが公開されているが、代表的な例として経済産業省のガイドラインと

総務省のガイドラインで IT-BCPの実効性を高めるために何が推奨されているかを次に確認する。 

経済産業省から平成 24 年に公開された「IT サービス継続ガイドライン・改訂版」では、「5.4 テストと監査」の

目的として、「IT サービス継続計画の有効性を確認するとともに、IT サービス継続マネジメントが正しく維持さ

れているかを確認するため」と記載されている。ここから、IT-BCP の「有効性」を確認する手段として「テスト」、

「ITサービス継続マネジメントの維持」を確認する手段として「監査」が有効と考えられている。 

総務省から平成20年に公表された「地方公共団体におけるICT部門の事業継続計画(BCP)策定に関するガイ

ドライン」に次の記述がある。 

 

「ステップ 7：ICT部門内の簡易訓練」の【必要性】： 

策定した初動計画をはじめとした計画が非常時に有効に機能するためには、定期的に訓練を実施して、

職員等関係者が計画どおりに行動できるようにすることが必要不可欠である。また、計画の実効性の確

認や改善のためにも必要である。 

「ステップ 16：本格的な訓練の実施」の【必要性】： 

「策定した業務継続のための行動計画や事前対策が非常時に有効に機能するためには、定期的に訓

練を実施して、職員等関係者が理解を深め、計画どおりに行動できるようにすることが必要不可欠であ

る。 

ステップ 7で実施した訓練に加えて、より高度な訓練を実施する。 

 

以上に見てきたとおり、ISO やガイドラインの中でも訓練・演習・テストの重要性が記述されており、BCP の実効
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性を確認し改善を進めるために「訓練・演習・テスト」が有効な手段と考えられている。 

２．IT-BCP の訓練・演習に関する世間の取り組み状況 

2.1 民間企業の状況 

  IT-BCPの訓練：本番機の停止を伴う        IT-BCPの訓練：ユーザー部門などを巻き込 

IT-BCPの訓練を実施していますか？       んで IT-BCPの訓練を実施していますか？ 

（回答企業数：30社）                  （回答企業数：30社） 

 

図 1 民間企業の IT-BCP訓練の実施状況 

出典：「IT-BCPサーベイ 2013」プライスウォーターハウスクーパース株式会社 2013年 

IT-BCPを策定した後、本番機を利用した訓練を実施していない企業が 8割を超えており、ユーザー部門を巻

き込んだ訓練を実施していない企業は 6 割を超えるなど、実効性を確保するための訓練が殆ど実施されていな

い実態がうかがえる。 

このような状態で有事を迎えた場合、極めて悲惨な状態になるかは明らかであろうと思われる。 

2.2 自治体の状況 

 

 図 2 自治体の情報システムに関する業務継続訓練の実施状況  

出典：「地方自治情報管理概要 電子自治体の推進状況」 総務省 （平成２５年４月１日現在）26 年 3月公表 

図２に示すごとく、IT-BCP を策定できている自治体の中で、策定した IT-BCP の訓練・演習を行っている自治

体は半分に満たない状況である。 
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2.3 訓練・演習が行えない理由の調査 

 

図 3 自治体で IT-BCP訓練が行えない理由の調査 

出典 「災害発生時の業務継続及び ICT の利活用等に関する調査にかかる補足調査」 総務省 平成 24年 

訓練・演習が行えない理由を調査した上図から、「負担が大きい事」、「やり方が分からない」という理由が大勢

を占めている。また、「その他」と回答された自治体からのコメントの中に、「本番業務システムに対する影響」を

懸念して次のような理由が上げられている。 

・実機訓練の場合、本番運用への影響・調整や、訓練によるトラブルの発生のリスクがある。 

・訓練中の操作により予想外のトラブルが発生し、通常業務に影響が出る懸念がある。 

・情報機器はほぼすべての業務に関係しており、訓練の実施により停止する業務が発生し、市民サービスに

影響するため困難である。 

これらの状況を踏まえると、「負担が少ない訓練・演習の方法」や「本番業務に影響を与えない訓練・演習の

方法」を周知できれば、訓練・演習を実施する組織が増えるものと期待できる。 

 

３．訓練・演習・テストを行うことで得られた気付きと改善 

テストの種類は、IT サービス継続ガイドライン・改訂版（経済産業省）の 「5.4 テストと監査 表 5.4-1 テストの

種類と概要」で次のように記述されている。 

表１ テストの種類と概要 

テストの種類 実施内容 メリット デメリット 

机上チェック ・計画の内容をレビュし、 

不具合を修正する。 

・計画に定めた各種内容の 

 有効性を検証する。 

早期に実施可能であり、 

事業への影響が少ない。 

必要要員も最少である。 

対応能力の向上や 

対応手順の良否の 

検証は難しい。 

ウォークスルー ・計画に定めた各種内容の 

 有効性を検証する。 

早期に実施可能であり、 

事業への影響が少ない。 

必要要員も最少である。 

机上チェックよりも、より末

端の対応手順を検証でき

る。 

計画自身の整合性の 

検証が中心であり、計画 

発動時の具体的な課題

提示は難しい。 
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その他

訓練実施の必要性はない

訓練実施の必要性は認識するが

やり方が分からない

訓練演習の必要性は認識するが

負担が多く実施できない

訓練・演習が行えない理由の調査 ｻﾝﾌﾟﾙ数 ： 59  (複数回答）
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テストの種類 実施内容 メリット デメリット 

シミュレーション ・計画発動時に予想される状況 

を前提として、計画の実行に 

必要かつ十分な情報が記載さ

れていることを確認する。 

状況を与えることで、より 

深い計画の検証を行う。 

あらかじめ与えられた状況

内であるが、これに沿って

例えば対応チームごとに 

対応手順内容を検証でき

る。 

必要要員は多くなる。 

ロールプレイング ・テスト実施の途中で状況を追加

付与し、参加者の状況判断や 

  意思決定の可否、連絡体制な

どを検証する。 

計画を実行する判断者の

訓練になり、判断資料の手

当てなどが確認できる。 

想定状況を多数設定す

るため、事前準備の負荷

は大きい。参加者の十分

な知識も必要となる。 

必要要員は多い。 

実機訓練 ・実際の設備などを用いたテスト 

  を実運用及び実作業で行える 

ことを検証する。 

代替施設や設備に関して 

実際の手順を適用し、実

効性の有無を確認できる。 

代替システム切り替えなど 

実際の手順を経験できる。 

業務に影響する可能性

があり、周到な準備が必

要である。現場レベルで

多数の要員確保も必要

となる。 

 出典：ITサービス継続ガイドライン・改訂版 経済産業省 

この内容は、ISO 22301:2012の｢用語の定義 3.18 演習」や ISO/IEC 27031の｢7.5 Awareness, competency 

and training program｣に相当するものである。 

上記４つが机上で行う訓練・演習に該当し、５番目が実機を使うものである。 

中でも、「ロールプレイング」の項目に、「テスト実施の途中で状況を追加付与し、参加者の状況判断や意識決

定の可否、連絡体制などを検証する」とあり、「予期せぬ事態」への対応能力の向上が考慮されている。 

3.1 実機テストで得られる気付きと改善 

筆者は次のような実機使用障害回復テストを経験した事がある。 

① ２センター間の代替テスト （主センターと代替センター間で基幹業務を代替できるかを確認） 

② １センター内で各種システム構成要素の障害を想定して代替機器による回復テスト 

これらの訓練を通じて得た気付きと改善は次のとおりである。 

・手順書の誤りや抜け漏れを発見でき、修正を行う事ができた。 

・主センターで行った業務処理プログラムや関連手順の更新が代替センター側に反映されていない事が判

明し、現時点の実運用に即応した内容に変更できた。 

・操作員が経験を蓄積できた。 

・２度目以降は操作への不安感が少なくなり、人的ミスが減少した。 

・初期のテストほど予定外の事象が起きやすいため、色々な経験ができた。 

・システムソフトの不具合を発見でき、修正を行う事ができた結果、システム自体の問題が減少した。 

3.2 机上テストで得られる気付きと改善 

筆者が机上で行う訓練・演習の良い手法を探していたところ、DIG という手法が一部の業界で使われている事

を知り、それを IT版にアレンジする事を思いついた。以下にその適用方法と得られた知見について述べる。 
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3.2.1 DIGとは 

DIG とは、Disaster Imagination Game の頭文字をとって名付けられたもので、19９７年に当時三重県消防

防災課に勤めていた平野昌氏、他、数氏の協力で開発されたものであり、一般市民が独力でも企画・運営でき

る簡易型の防災図上訓練ノウハウである。参考資料として次のものがある。 

「市区町村による風水害図上型防災訓練の実施支援マニュアル」 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h23/2305/230525_1houdou/02_houdoushiryou.pdf 

3.2.2 DIGのITへの適用 

オリジナルの DIG では、「自然条件の確認」～「都市構造の確認」～「人的・物的防災資源の確認」～「災害

に対する強さ弱さの理解」という段階を経た検討を行い、自組織の災害に対する強み・弱みを把握する。 これ

を IT 環境に置き換えて、「外部インフラの把握」～「内部インフラの把握」～「人的資源・IT 資源の把握」～「災

害に対する備えあるもの・ないものの理解」という段階を経て検討を進めるというアイディアを筆者が考案した。 

その内容を整理したのが次図である。 

 

図４  オリジナル DIGをヒントに考案した IT版 DIGの流れ 

筆者のこの着想をもとに、全国IBMユーザー研究会の下部組織である関西IT研究会（平成23年度T3チーム）

のメンバー７人と共に適用事例の検討を行った成果を以下に示す。なお、図５と図６の著作権、所有権は全国

IBMユーザー研究会連合会（全国研）に帰属する。 

3.2.3 外部インフラの確認 

    システム部門の主要メンバーは通常本社ビルに勤務しており、本社ビルは大阪市内中心部にある。一方、

電算センターは大阪南港にあり、運用担当メンバーだけが勤務している。 有事の際にシステム担当部署の

主要メンバーが電算センターに駆けつけて現場で指揮をとれるかどうか地図を使って検証してみた。 

ＤＩＧの基本的な流れ

自然条件の確認
（地形や地質といった自然条件から見た

「まち」の特徴の把握）

都市構造の確認
（道幅や市街地の作りといった都市計画から

見た「まち」の特徴の把握）

人的・物的防災資源の確認

災害に対する強さ弱さの理解

IT-DIGの流れ

外部インフラの確認
（地形、交通手段、電源、回線、・・・）の把握

内部インフラの確認
（サーバー構成、ＬＡＮ構成、周辺機器
構成・・・、データ・フローの把握）

適用業務単位に、人的資源・
バックアップ用ＩＴ資源の把握

災害に対する備えがあるもの・
ないものの理解

ＩＴ-BCP

分野に
例えると
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図５  電算センターへのアクセス・ルートの検証 

    その結果、電算センターへ行くルート上に「橋」や「トンネル」が多数あり、災害によってこれらの「橋」や「トン

ネル」が通行止めになると現場に駆けつけることが極めて困難になる事が判明した。 

3.2.4 内部インフラの確認 

         

図６ 電算センター建物への出入りとフロアー間移動ルートの確認 

次のような事項が主な確認事項となる。 

 ・電算センターや本社ビルの標高 （海抜何メーター） 

・自家発電装置の有無や設置場所の標高 （海抜何メーター） 

・自家発電装置の許容時間 

・外部からのネットワークの接続場所 

・有事の際の建物への入退館や移動の可否 （この点に関する検討資料を図6に示す） 

緊急時の入館方法が知らされていない事や機材の搬入ができるか否か分からないなど、この検討をするま

で気が付かなかった不安要素が次々判明した。 

＝リスクのある場所

事務所

EV

EV

EV

倉庫

セキュリティーゲート

受付
×①

×②

×③

①入館（セキュリティゲート）
被害の想定＞緊急時の入館方法が知らされていない
対応策 ＞ビル管理側に確認

②エレベータ
被害の想定＞緊急時にはエレベータが使用不能になる
対応策 ＞階段を利用

③階段

被害の想定＞階段の広さが解らないと、機材搬入に利用
できるかが解らない

対応策 ＞階段、踊り場の広さを確認

④消火装置

被害の想定＞ハロンガス消火装置があるため、動作時に
は入室が出来ない

対応策 ＞入室可能になる時間を確認
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3.2.5 人的資源の確認 

    電算センター内で復旧に従事する要員や、本社内にいて情報システム部門として復旧に従事する要員が

最低限、何人必要なのかを確認した。 このような検討はかつて実施した事が無かったが、IT-DIGの一連の

検討の中でその必要性に気付いて実施できた。 

3.2.6 バックアップ用IT資源の確認 

    機器構成図と予備機資料を元に適用業務単位に、電算センター及び本社事務所内のバックアップ用IT資

源の確認を行う。 

① 予備用機器など復旧に必要な機器の準備状況 

② 機材の移送・搬入出は可能か 

   その結果、次の事が確認できた。 

    ①予備機器が用意されていないもの： 

一部のネットワーク機器、LANケーブル、電源ケーブル、電話線、テーブルタップ等 

    ②電算センター内、事務所内は複数の搬入出経路があり、近隣階層にあるため搬入出は可能だが、拠点間

の移送は交通上の問題でリスクが多く、現実的ではない。 

    ⇒ 拠点内に準備がない予備機器が必要になった場合は、復旧が予定通りに進まない可能性（リスク）があ

る。 

3.2.7 災害に対する備えがあるもの、ないものの理解 

・複数の対応策が考えられる場合、「判断基準」をできる限り明確化しておく必要がある。同時に「判断する

人」（指揮命令系統）も明確化しておく必要がある。 

    →例えば、「データセンターに連絡がつかず状況が不明な場合や、○時間経過した時点で交通手段

が復旧しない場合、A案は諦め、B案に移行する」など 

・意外に「外部環境」に不安要素が多い事が分かった。 

       →自社で復旧対応できない不安要素に関しては、代替案を事前に用意しておくべき。 

・手順書等の保管先に関しても災害時の被害を想定した上で決定したほうが良い。 

        →緊急時の連絡網(取引先一覧やベンダーの連絡先など)も手順に含められているべき。 

3.2.8 IT-DIGを行って得られた気付きのまとめ 

IT-DIGを使って検討した結果得られた気付きは次のとおりである。 

・外部インフラを含めて可視化することにより、従来からの手法でコンピュータ資源や手順書だけに注目して

いた時よりも広い視野で検討が行える様になった。その結果、意外に「外部環境」に不安要素が多い事

が判明した。 

・IT-DIG 手法により可視化された材料がある事で、詳細な業務内容や機器構成を知らないメンバーでも全

員参加の議論ができるようになった。 

・複数の対応策が考えられる場合、判断基準をできる限り明確化しておく必要がある。 

更に、「判断する人」（指揮命令系統）も明確化しておく必要がある。 

・視野広く検討するには好適な手法との印象を得た。 

・実機を使わない事に起因した限界がある。 

例：代替機への切り替えに要する時間の測定できない。 

手順書に書かれた入力コマンドのスペル・ミスを発見できない。 

情報システムを取り巻く外部環境の構成要素は、図７にあるとおり多岐にわたる。 



February 2015                               日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報                                   10 

これらの構成要素が与える影響について実機を使って確認するのは困難である一方、IT-DIGの精緻化によ

り検討できるのではないかと考えている。 

 

図７ 情報システムを取り巻く社会環境と IT サービス継続計画 

出典：IT サービス継続ガイドライン・改訂版 経済産業省 

3.3 実機や机上の訓練・演習で得た改善効果のまとめ 

イ．IT-BCP文書の改善効果                        

   ・手順書の間違いを訂正できた。 

ロ．IT-BCPを実施する人の成長効果 

  ・実施作業の担当内容を経験することで、自分が果たすべき役割を会得できた。 

 ・操作経験を重ねる事で操作への不安感がなくなり、ミスが減少した。 

ハ．情報システム自体の改善効果 

 ・ソフトウェアの修正漏れが判明し対応できた。 

  ・システム設定パラメーターのミスが判明し修正できた。 

 

４．訓練・演習を行う事で生じるリスク 

 これまで、訓練・演習の効果について述べてきたが、良い事ばかりでなくリスクがある事も紹介しておく。 

4.1 実機を使う場合のリスク 

 イ．本番機を使う場合 

   ・テスト後の本番稼働時に後遺症を残す可能性がある。 

    某金融機関で休日に本番機を使ったテストを実施した際、テストで行った為替送金取引データが翌日の

勘定系処理に混入するという事件が発生した事がある。 

 ロ．テスト機を使う場合 

   ・システム資源名称などが本番機との相違点があるため、手順の確認に限界があり、テスト機で確認したコ

マンド入力内容がそのまま本番機で使えるとは限らない。 
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   ・テスト機は一般的にシステム規模が本番機よりも小さいため、代替系への切り替え時間の測定ができな

い。 

4.2 机上訓練だけの場合のリスク 

  実機を使わないと発見できないミス（コマンドのスペル・ミスなど）が存在し、確認できる事項に限界がある。 

4.3 リスクのまとめ 

 「本番機を使う訓練」・「テスト機を使う訓練」・「机上訓練」いずれにもそれなりのリスクや限界があり、どれか

一つのタイプの訓練だけで他の訓練をしなくて済むという訳にはならないので、リスクが小さく取組負担の少な

い机上訓練から実機を使う訓練へ順次取り組むのが良いと考えられる。 

 

５．IT-BCPの実効性に関するシステム監査を行う場合の視点 

IT-BCP が策定されていても有事の際に本当に役に立つのかという不安を払拭するためにシステム監査人は

公平中立な第三者としてその実効性について監査を行い、組織体の長に状況を正しく報告する必要がある。 

 

内部監査部門は、IT-BCPの策定状況や訓練の実施状況などを監査していますか？ 

（回答企業数：30社） 

 

図８ IT-BCPに関する監査の実施状況 

出典：「IT-BCPサーベイ 2013」プライスウォーターハウスクーパース株式会社 2013年 

 

内部監査部門においては、「過去に IT-BCPの監査を行ったことはない」と回答した企業は、47%と約半数を占

めている。システム監査人が IT-BCP の策定状況や訓練実施状況を確認することは、IT-BCP の実効性改善に

有効であるため、今後の改善が望まれる。 

5.1 ｢システム管理基準｣ の中でBCPの実効性監査に関係する主な事項 

システム管理基準の中で事業継続計画に関する記述が Ⅰ．情報戦略 ５．事業継続計画 にあり、その「趣

旨」を踏まえて、実効性監査にどのように関係するのかを確認しておく。ここに記載した「趣旨」は、次の資料から

得た。 

「趣旨」の出典 ： 「システム管理基準の管理項目と統制目標の対応（例）【Excel形式】」 経済産業省 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/appendix_2.xls 

イ． 組織体の長の承認 

（以下、括弧付き数字は、システム管理基準の管理項目、「Ⅰ．情報戦略 ５．事業継続計画」の項番） 

（2）事業継続計画は、利害関係者を含んだ組織的体制で立案し、組織体の長が承認すること。  
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   【システム管理基準の趣旨】：事業継続に関わる事象が発生した場合に全ての利害関係者が円滑に対応

できるようにするため、利害関係者を含んだ組織体制で実行性の高い事業継続計画を立案し、組織体の

長が承認する必要がある。 

ロ．従業員の教育訓練 

（3）事業継続計画は、従業員の教育訓練の方針を明確にすること。  

   【システム管理基準の趣旨】：事業継続に関わる脅威が発生しても、迅速かつ確実に事業継続計画に定

められた手続を実行できるようにするため、事業継続計画には従業員の教育訓練の方針を明確にする必

要がある。 

ハ．関係各部に周知徹底 

(4)事業継続計画は、関係各部に周知徹底すること。 

【システム管理基準の趣旨】：事業継続計画の実行性を高めるため、事業継続計画を関係者に周知徹底

する必要がある。 

ニ．見直しと更新 

（5）事業継続計画は、必要に応じて見直すこと。  

   【システム管理基準の趣旨】：事業継続計画の有効性を維持するため、必要に応じて見直し及び更新を

行う必要がある。 

5.2 システム監査人が監査の際に確認すべき事項 

上記 5.1 で ｢システム管理基準｣ における BCP の実効性監査に関係する主な事項を述べたが、システム監

査人が BCPの実効性を監査する際にはそれらの事項を確認すべきと考え、以下にそのポイントを述べる。 

イ．組織体の長の承認 

   組織体の長が承認を与えた記録の確認 

   組織体の長が次のリスクを正しく認識した事を確認する。 

・「訓練をするリスク・しないリスク」 

    ・本番機を使うリスク・使わないリスク 

    ・テスト機を使うリスク・使わないリスク 

    ・机上訓練の限界 

 ロ．従業員の教育訓練 

     ・訓練参加者リストの確認 

    ・訓練で得た気づきや課題点を整理した文書の確認 

 ハ．関係各部に周知徹底 

    ・関係部署の一覧リスト 

    ・関係部署に周知した記録の確認 

ニ．見直しと更新 

    ・IT-BCP資料類が見直し・更新されている事の確認 

    ・関係部署へ最新版が配布されている事の確認 

 

６．まとめ 

前記[図 1]で示したが、策定した IT-BCP について、「ユーザー部門を巻き込んだ訓練を実施したことはない」

という企業が 60%以上あり、本番機を利用した訓練についても未実施の企業が 80%を超えるなど、実効性を確保
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するための訓練・演習が十分に実施出来ていない現状がある。IT-BCP は、策定しただけでは有事の際に機能

しない可能性が高く、訓練・演習を通じて見直しを適宜実施し、IT-BCP 自体の実効性を上げて行く必要があ

る。 

     しかし、前記[図 3]で示したとおり、訓練の必要性は認識されながら、「負担の大きさ」や「本番業務への懸念」

のため訓練が実施されていないという現状がある。 その課題に対して、次の手順を提言したい。 

   ① 比較的作業負担が軽く実機への影響が無い訓練として IT版 DIGに取り組む。 

   ② 次に本番業務への影響が無い実機訓練として「テスト機」を使った訓練に取り組み、机上訓練の限界をカ

バーする。 

   ③ 最終的な確認として「本番機」を使った訓練に取り組み、テスト機による訓練の限界をカバーする。 

    このようにして訓練でカバーできる範囲を広げながら、可能な限り IT-BCPの実効性が高められて行く事を願っ

ている。 

以上 
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