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近年、コーポレートガバナンスやCSRの一環として事業継続性を高める要求が強
まっている。BCM事業部では、富士通主要事業部門を対象に事業継続計画（BCP：
Business Continuity Plan）の策定に取り組んでおり、その一環で、パーソナル
コンピュータ事業のBCP策定を実施した。当該事業は、製・販・技一体の構造を成
しており、業態が広く、事業継続分析の対象となるリソースが多く複雑であること
から、新たに開発したビジネスリソース構造の可視化技術を適用してビジネスリソー
ス構造の現状分析を行った。大量のリソースが複雑な依存関係で結ばれている構造
を図式により可視化させたことにより、BCPに関する多角的な検討ができ、効果の
高い的確な事業継続対策立案に結びつけることができた。リソース構造の正確な表
現を効率良く記述できる手法は、策定期間の短縮化も実現でき、BCP策定のスピー
ドアップにも貢献できている。
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製造業の事業継続性強化を支えるリソース可視化技術

ま　え　が　き

近年、コーポレートガバナンスやCSRの一環と
して、事業継続性を高める要求が強まっている。
日本は、地震や台風、大雨による水害など自然災
害が発生しやすい国土であり、不測の事態が生じ
た場合であっても、事業を復旧させ、業務中断に
よる製品提供の長期中断、マーケットシェアの低
減などの企業価値低下を防ぐ対策が極めて重要と
なる。国内では、行政が中心となり事業継続計画
策定を後押しており、法的な強制力を持たせては
いないものの、2016年度までに、大企業の100％、
中小企業の50％以上にBCPを策定させる取組みを
進めている。一方、日本政策投資銀行のBCP策定
状況の調査（2007年6月）によると、事業継続計
画を含む防災計画を策定済の企業は8％、着手中は
17％となっており、今後も策定に取り組む大企業
は多い。

BCP策定では、事業プロセスを構成するビジネ
スリソースの構造化を通して事業継続に必要不可
欠なビジネスリソースを抽出し、様々なリスクシ
ナリオにおけるビジネスリソースの被害が、事業
に与える影響度合いを分析することがきわめて重
要となる。効果の高い的確な事業継続対策を立案
するためには、ビジネスリソース構造を正確に把
握し、可視化する技術を確立する必要性が非常に
高いということだ。
一方、ビジネスリソースの可視化技術は、事業
継続戦略を立てるための現状モデル化の根幹を成
す作業であるが、これまで、事業を成り立たせて
いる、人・設備・システムなどの大量のビジネス
リソースを、構造化してモデル化する手法が確立
されていないという課題を抱えていた。今般、方
策検討を進め、富士通のパーソナルコンピュータ
事業のBCP策定を通し、大量のビジネスリソース
で成り立っている大企業向けBCP策定の課題に対
する新たな手法による解決策を導き出した。大企
業向けBCP策定で得られた手法は、ビジネスリソー
スに主眼を置いた新しいロジックツリーの概念を
用いているが、この手法によって、的確なリソー
ス構造化が行えるとともに、詳細要素の適切な洗
い出しが達成でき、今後のBCP策定時の可視化の
精度向上と効率化に貢献できる。

BCP 策定の概要

●　BCPとは
BCPとは、大規模災害など不測の事態が発生し
た場合においても、企業における重要な事業の継
続を可能とすることを目的とし、経営環境・事業
構造・リスク環境などの分析を踏まえて決定した
事業継続目標（重要業務の目標復旧時間）を実現
するための事前対策計画である。事業継続では、
従来の防災対策に加えて、企業内における重要業
務の特定、目標復旧時間（RTO：Recovery Time 
Objective）を設定することで、対策を立てること
を特徴としている。防災の主目的は生命安全、資
産保全であるが、事業継続の主目的は重要業務の
継続である。防災の場合は、本社、拠点ごとに対
策を立てるケースもあるが、事業継続の場合は拠
点ごとに独立して作るのではなく、サプライチェー
ンも含めたビジネスユニット毎に対策を立てる。
●　BCP策定のプロセス

BCP策定は、三つのプロセスに分けられる 
（図-1）。
（1）ビジネス影響度を分析し重要業務を選択、更
に重要業務の目標復旧時間を設定する作業

（2）リスクが発生した場合における、現状の復旧
時間を調査・試算

（3）目標復旧時間と現状の復旧時間のギャップを分
析し、ギャップを埋めるための対策戦略をたてる。

大企業向け BCP 策定の課題

事業継続対策を導くためには、目標復旧時間と
現状復旧時間のギャップを測り、差異を埋めるた

図-1　BCP策定作業のプロセスFUJITSU CONFIDENTIAL
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めに戦略を立案する。現状復旧時間を算出するに
は、業務プロセスを構成するリソースの構造化を
通して、事業継続に必要不可欠なリソースを抽出
し、地震や火事などのリスクがリソースに与える
影響を積み上げる。現状の業務プロセスを構成す
るリソースの構造が正確に可視化されていないと、
正しい事業継続対策へ導けないことになる。
業務を成り立たせている大量のリソースから重
要なリソースを抽出し構造化させるには、事業復
旧を考慮した仕組みが求められる。情報システム
を例に取ると、電力の復旧と、破損した設備の代
替機手配は並行して対応することができるが、電
力が復旧していないとアプリケーション環境を復
旧することはできない。現状復旧時間を把握する
には、リソースの依存関係も重要な要因となる。
従来のBCP策定では、全てのリソースをインタ
ビューで抽出し、業務プロセスとの関連性を基に
構造化する手法を取ってきた。大企業では、多数
のビジネスリソースが複雑な依存関係でなりたっ
ているため、情報システムの事例で提示したよう
に、BCPの特性を考慮しながら、インタビューで
網羅的に、かつ、大量な全てのリソースを抽出し
構造化するには、策定時間や策定精度の面で限界
があり、新たな定型化した手法の開発が急務であっ
た。

ロジックツリーを用いたリソース可視化手法

●　課題解決へのアプローチ
ビジネスリソース構造可視化のポイントは、企
業の事業継続に重要なリソースを全て抽出するこ
と、及び依存関係を正確に把握することにある。
パーソナルコンピュータ事業のBCP策定では、
事業継続に重要なリソースを漏れなく抽出し構造
化するのに、ロジックツリー（WHATツリー）に
おける要素展開のプロセスに、事業継続の特性を
組み込んだ手法を開発した。ビジネスリソースの
抽出では、ロジックツリーの分解プロセスを用い、
インタビューでツリー構造のトップ部分にあては
まる主要リソースを主体に聞き出す。次に、BCコ
ンサルで積上げた経験則・事例を活用し関連する
リソースを要素として展開させた。展開の過程で
は、階層化の標準化定義を事前に設定し、リソー
ス階層毎におけるリソースの標準化を進めた。階

層化定義にリソースをあてはめることで、事業構
造の画一化をはかるためである。
また、抽出したリソースを構造化するためには、
グルーピング用の中間ボックスを仮設定してリ
ソースの関係性を構造化した。業務分析の場合に
は中間ボックスにプロセスを当てはめるケースも
多いが、例えば「デスクトップパソコンの構造設
計能力の確保」のように、事業継続の能力確保を
意味付けた。この手続きにより、事業継続の観点
から、業務を復旧させるための対象リソースを明
確にすることができるようになった。
●　ビジネスリソースの可視化手法
ビジネスリソースの構造を可視化するために、
第一ステップで事業を成り立たせている主要リ
ソースを抽出し、第二ステップで中間ボックスを
用いてグループ化し、最後に主要リソースから
BCP策定の観点で関連リソースを枝葉に分解する
手法を開発した。
【第一ステップ】

主要リソースとは、業務担当者の観点から見え
る日々の業務で利用しているリソースを指してお
り、インタビューにて抽出する。この段階では、
BCP策定による特殊要素はない。但し、最初のリ
ソース抽出が、その後のリソースの構造化及び事
業継続要素を組み込んだリソース分解に大きく影
響する。最初の抽出に抜けがあると、BCP策定全
体が誤ったものになってしまう。リソース抽出を
より確実にするために、リソース分類リストを作
成しインタビュー時に用いた（表-1）。
【第二ステップ】

主要リソースを相互に関連付けて構造化するの
に、中間ボックスを用いた。中間ボックスに、事
業継続の目的である事業継続能力の復旧という意
味づけを持たせて配置した。例えば「デスクトッ
プパソコンの構造設計能力の確保」のような表現
で中間ボックスは構成されている。中間ボックス
とリソースの依存関係もノードの属性として定義

表-1　リソース分類リスト（情報システムの一部）

No 名称 No 名称 No 名称

情報システム（自部門） 10  自拠点設置 □ 自拠点設置の情報システム、ファイルサーバ等

20  他拠点設置 □ 他拠点設置の情報システム、ファイルサーバ等

30  データセンタ設置 □ データセンタ設置の自部門情報システム等

20  情報システム利用 □ 調達管理システム、製造管理システム等

30  全社共通サービス □
情報システム部門で提供するサービス（社内
ネットワーク、E-Mail等）等

事例
小分類大分類 中分類

確認

30  情報システム 10
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した。中間ボックスとリソースの相互関係は、大
きく二つに分けられる。
一方は、中間ボックスにリンクしているリソー
スが全て復旧しないと、中間ボックスの能力が確
保されない依存関係で成り立っている。プリント
板実装を例にあげれば、マウンター、マウントデー
タ、電力が全て復旧していないと能力は回復しな
い。
他方は、中間ボックスにリンクしているリソー
スが全て復旧しなくても、中間ボックスの能力が
確保される。サプライチェーンの冗長化が代表的
なもので、特定のサプライヤーから部品供給され
なくても業務能力は確保される。配下のリソース
を全て復旧させる必要はない。
【第三ステップ】

災害復旧プロセスの視点で、主要リソースと関
連性をもつリソースをツリー構造で段階的に展開
した。このステップはインタビューではなく、ロ
ジックツリーの手法ベースで分解を進めた。主要
リソースをトップボックスに位置づけ、そのリソー
スが災害で利用できなくなった場合に、どのよう
なリソースがあれば再構成できるかの視点で展開
している。
展開にあたり、四階層のリソースフレームワー
クを整備した（図-2）。リソース階層の標準化を図
り、リソース群の再利用性を高めることと、リソー
ス抽出に漏れを出さないことを狙いとしている。
リソースフレームワークは、第一層が主要リソー
ス、第二層が復旧時のリソース再構成に利用され
るリソースで運用保守用の設備など、第三層がリ

ソースを支えるサービス群で保守サービス要員や
ネットワークサービス機器など、第四層がリソー
スの機能を支える公共ユーティリティで電力や通
信網などが相当する。
ツリー構造を完成させるには、論理的に展開し
たリソースを実態に合わせるために更に詳細を詰
める作業が必要になるが、リソースフレームワー
クを整備したことにより、リソース構造のたたき
台として作業能率の向上に大きく貢献することが
できる。

リソース可視化手法適用による効果

開発した手法は、リソース分類リストを活用し
主要リソースを漏れなく抽出し、事業継続の能力
単位で構造化した上で、リソースフレームワーク
を用いてリソース展開を半自動的に構成すること
を特徴としている。作業はほぼ定型化され、リソー
スの大小に係らずビジネスリソースを正確に且つ
効率的に構造化し、可視化できる。
パーソナルコンピュータ事業のように、大量の
ビジネスリソースで成り立っている事業部門でも、
リソース構造の精度と作業効率を高めることを可
能にした。
【可視化精度の向上】

ビジネスリソース構造の可視化の精度が高まっ
たことを論証することは難しいが、ビジネスリ
ソース構造図の承認プロセスの遷移で推測した。
手法を取り入れていなかったBCP策定の初期段階
では、ビジネスリソース構造図が事業部側とのレ
ビューで20版台にまで至ったが、手法を導入した
後半の段階には、内容の精度が上がり、6～ 7版程
度で承認されるまでに短縮された。
パーソナルコンピュータ事業のような事業範囲
が広い事業のBCP策定には、数人のコンサルが各
事業部門を担当し、個別にインタビューしながら
ビジネスリソースの構造化を進めていく。全体を
俯瞰する時点で、各コンサルタントが作成したビ
ジネスリソース構造を比較するが、表記上で問題
となる箇所は殆ど見当たらなかった。コンサルタ
ントのスキルレベルには、年数や、過去担当して
きた業務経験により差異があるが、この手法の適
用により、高いレベルで可視化が均質化されたか
らである。図-2　ビジネスリソースの構造
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【作業効率の向上】

作業効率の面でも、この手法の有効性を確認で
きた。ビジネスリソース構造の可視化は、BCP策
定の中で作業負荷の高いプロセスである。パーソ
ナルコンピュータ事業のBCP策定と他の製造業事
業のプロジェクトでの策定事例を比較してみると、
パーソナルコンピュータ事業では、事業区分が16
に対し策定期間が約4ケ月。手法を用いず、同時期
に進めたプロジェクトでは、事業区分が6と半分以
下にもかかわらず同じく4ケ月程度の策定期間で
あった。

BCP策定の根幹を成し、かつ作業の割合が高い
工程におけるビジネスリソース構造の正確で効率
的な可視化手法が、策定作業の期間短縮に貢献し
た。

リソース構造の現状復旧時間算出への適用

BCP策定では重要業務毎の目標復旧時間と現状
復旧時間のギャップを測り、差異を埋めるために
リソースへの対策を検討する。開発した手法には
階層間の依存関係をリソース構造へ組み込んだこ
とから、ギャップ時間をシミュレーションしなが
ら複数の事業継続対策の効果を比較評価できた。
リソースの依存関係は、大きく二つに分けられた。
リソースを全て復旧させないと中間ボックスの能
力が回復しない関係と、リソースの一つを復旧さ
せれば中間ボックスの能力が回復する関係である
（図-3）。
前者は、リソースが全て復旧することが求めら
れるので、全リソースの復旧時間の最大値を取る。
関数では「max」を用いる。後者は、リソースの

一つが復旧すればよいので、全リソースの復旧時
間の最小値を取る。関数では「min」を用いる。
これらの関数と、積上げに演算子の「＋」を適宜
組み合わせることでリソースの関係性を全て数式
化できた。リソースのダメージを復旧時間として
数式で積上げていくことで、重要業務の現状復旧
時間を算出可能にしたのである。この仕組みを用
い、リソース個々の対策の組合せと現状復旧時間
短縮の相関関係を複数ケースについてシミュレー
ションし比較評価することで、最適な効果を得ら
れる事業継続対策に結び付けることが可能になっ
た。ひいては、対策費用の最適化にもつなぐこと
ができた。

む　　す　　び

パーソナルコンピュータ事業のBCP策定を通し
て、大企業の大量リソース環境にも適用可能なリ
ソース可視化手法を開発した。簡潔な手法ではあ
るが、決められた手順に沿って作業を進めると、
事業を成り立たせるリソースを漏らさず抽出しモ
デル化できる。複雑で、大規模なリソース環境を
持つ製造業においても、この手法を活用すれば構
造を正確に短期間で可視化させられる。

BCP策定の手法は、欧米を中心に整理されてい
たが、具体的な手順を記述されたものはなかった。
特に、大量リソースに対応した実用的なBCP策定
手法が確立されていなかったことから、パーソナ
ルコンピュータ事業の実践から導き出した新たな
手法は、今後の大企業向けBCP策定で広く有効活
用されていくことが期待できる。
手法開発の中で作り上げた、中間ボックス単位
の四階層リソースグループの再利用性も高い。パー
ソナルコンピュータ事業の事例でも、設計部門で
構造化したリソース構造の一部のリソースグルー
プを、サプライマネジメント部門や製造部門で流
用することができ、リソース構造化作業の効率化
を高めた。
今後も、継続的に手法のブラッシュアップ化を
図ると共に、BCP策定用部品としてそれぞれの
業務特性に応じた中間ボックス単位のリソースグ
ループ群も積み上げ、策定の更なる効率化へ貢献
していくことを目指す。

図-3　現状復旧時間の算出
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