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BCM（Business Continuity Management）は、BCP（Business Continuity 
Planning）策定・教育訓練・評価検証・改善見直しというPDCAサイクルで表現
される。昨今、地震に加え新型インフルエンザ対策に対する関心も高く、BCP策定
企業が年々増大している。それらの企業は、現場の作業負荷を省力化し適正なBCM
運用を展開しつつ、いかに事業継続性を向上させるか、という運用視点に関心を移
しつつある。その中心的な役割として期待されているのが教育訓練である。本稿で
は、BCMにおける教育訓練の目標と課題を明らかにし、それを解決するためのプ
ロセスとして標準化した教育訓練企画運営手法（ABCEM：Advanced Business 
Continuity Exercise Methodology）について論述する。そのなかで事業継続対応
レベルや訓練目標に応じた教育訓練手法の適用と評価方法を紹介する。さらに事業継
続対応力の向上に伴う教育訓練の高度化と今後の課題について記述する。
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ま　え　が　き

昨今、様々なリスク環境を背景に事業継続計画
（BCP：Business Continuity Planning）の策
定とその実効性向上への取組みが、企業の生き残
りを左右する重要な経営課題のひとつとして多く
の企業経営者層に浸透してきている。これまでは、
内閣府が2005年8月に公表した「事業継続ガイド
ライン 第一版」（1）が推奨する地震を想定する取組み
が中心であったが、最近は対応すべき想定リスク
の幅も広がりつつある。
厚生労働省の専門家会議において2007年3月に
策定された「事業者・職場における新型インフル
エンザ対策ガイドライン」の「改定案」（2）が2008年 
7月に公表、企業に対し自主的な新型インフルエン
ザ（パンデミック）対策を求めている。また、同
年8月には総務省が「地方公共団体におけるICT部
門の業務継続計画（BCP）策定に関するガイドラ
イン」（3）を公表、全国に向けてライフライン確保と
訓練実施を呼び掛けている。
このような社会的要求に応えるため、多くの企
業が事業継続戦略に基づく免耐震対策や重要デー
タのバックアップ、在宅勤務などの事業継続対策
を実施、不測の事態における行動計画の策定に着
手している。そのような中で、事業継続対応力の
向上とそれを評価・改善に繋けるための教育訓練
の実用化が切実に求められている。
本稿はそれらの声に応えるため、富士通総研（以
降FRIと記述）によるBCMにおける教育訓練につ
いて、実践経験を体系化した教育訓練の企画運営
手法、ならびに事業継続対応力の向上に応じて求
められる教育訓練の高度化と今後の課題について
紹介する。

BCM における教育訓練の必要性・実施目標

不測の事態が発生した場合に、重要な事業を継
続することを目的として、経営環境・事業構造・
リスク環境などの分析により算定した事業継続目
標（重要事業の目標復旧時間）を実現する対策戦
略や行動計画がBCPである。そして、対策戦略
に基づく対策を実施し、教育訓練により行動計画
の実効性を検証し、BCPを継続的に改善・維持
管理するための管理プロセスが図-1に示す事業継 図-1　事業継続マネジメント（BCM）プロセス

続マネジメント（BCM：Business Continuity 
Management） で あ る。BCP策 定 に 始 ま る
PDCAサイクルを継続的かつ効率的に運用し、
BCPの実効性を高め、事業継続性を強化していく
過程においては、教育訓練が中心的な役割を担う。
さらに、事業継続マネジメントの国際標準化

（ISO：2009年初頭予定）や英国規格BS25999-2
（2007年末より認証開始）公開などの国際情勢を
考慮すると、国際的な商取引において、BCP策定
と適正なBCM運用を取引先に対しいつでも立証で
きるよう準備しておく必要がある。適正な運用を
立証するには教育訓練の実施時のエビデンスと改
善実施の記録が必須である。
以下に、BCPを導入または導入を予定している
企業における教育訓練への期待、実施目標を記す。
（1）行動計画の実効性検証
事業継続性強化の達成目標は、いかなる状況に
おいても重要業務が目標復旧時間内に再開できる
よう、事業継続対応力を向上させることである。
そのための施策と策定した行動計画がいざという
ときに役立つか否か実効性を検証し改善点を抽出
する。
（2）BCP対応要員の事業継続対応力向上
行動計画に定めた事業継続体制の構成員（BCM
対応要員）が自らの役割を達成できるよう、事業
継続対応力を向上させる。
（3）BCP・BCMへの気付き・啓発・理解・浸透
企業内においてBCPの重要性と緊急時における
自社の行動基準などを一般従業員に広く浸透・理
解させ、BCM文化を醸成する。
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（4）BCP策定・BCM運用要員の育成
BCMにおけるPDCAを推進する社内要員が

BCP策定・BCM運用要員である。こうした社内
人材を計画的に育成する。

教育訓練に対する考慮点 

教育訓練実施目標を達成するために解決すべき
主な考慮点を以下に述べる 。
（1）現状レベルに見合う教育訓練の適用
自社のBCP・BCM推進状況や事業継続対応力
がどの程度か認識したうえで、現状レベルに見合
う教育訓練を実施することが求められる。そのた
めには、自社の現状レベルを診断するノウハウが
必要となる。
（2）目標に見合う教育訓練の適用
教育訓練の実施にあたり、目標に見合う教育訓
練をどのように選べばよいのか、選択枝としてど
のようなものがあるのかなど、教育訓練の知識と
目標に見合う教育訓練の選択、実施運営ノウハウ
が必要となる。
（3）実施結果の評価基準と分析方法の検討
訓練経過をどのように収集すればよいか、評価
診断をどのようにおこなえばよいかなど、評価診
断するためのノウハウが求められる。さらに、評
価診断結果を分析し、課題点や改善策、その根拠
をフィードバックすることが求められる。
このようにBCMにおける教育訓練を行う場合、
自社の事業継続対応レベルや訓練目標を明らかに

し、それに合致した教育訓練を実施し、あらかじ
め準備した診断項目により評価分析することなど
を踏まえた実施運営が重要な課題となる。

教育訓練企画運営手法 

FRIでは富士通のBCP策定および運用の実施主
体として2005年より活動を開始し、2006年以降
はその実践に基づく現場感のあるBCP策定および
運用手法により業種を問わず50社を超える企業の
BCP策定および運用に携わってきた。そのなかで
教育訓練の企画運営に焦点を絞り体系化したのが、
教育訓練企画運営手法（ABCEM：Advanced 
Business Continuity Exercise Methodology）
である。
これは、現状確認から評価改善案作成までの作
業項目を、図-2に示す通り5つのステップに標準化
したものである。このモデルに沿ったBCMにおけ
る教育訓練を企画運営することにより、先に述べ
た教育訓練に対する課題解決を実現している。
以下に各プロセスにおける主要ポイントを述べる。 

（1）要件整理
教育訓練の実施計画策定に先立ち、自社のBCM
対応状況と課題を把握する。FRIでは多くの企業
に対し、10分野（マネジメント、非常時の対応、
建物設備、ヒューマンリソース、財務資源、情報
保全、情報システム、サプライチェーン、地域貢献、
教育訓練）70問に応えていただくことで、BCP・
BCMに対する取組み状況と事業継続性強化への取

図-2　教育訓練企画運営手法（ABCEM）
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組み課題を抽出してきた。当ステップでは、その
ベースとなるBCM成熟度診断シートによる診断結
果などを踏まえ、教育訓練の実施対象範囲と達成
目標を明らかにする。
（2）実施計画策定
現状のBCM成熟度、目標と範囲が確定したら、
次はそれに見合う訓練方式と訓練シナリオを決定
する。訓練シナリオとは、首都直下地震発生や火災・
水害、新型インフルエンザなど、災害発生リスク
を訓練用に具体化したものである。
また、訓練実施の評価項目と評価データ収集方
法を明らかにする。そしてこれらを、訓練実施詳
細要領として整理し、責任者の承認を得る。
なお、訓練方式（手法）の詳細は後述の「実施
目標に適した訓練手法」で述べる。
（3）事前準備
教育訓練用コンテンツの作成作業に着手する。
コンテンツとは、訓練シナリオに則したリソース
の被害想定データや被害状況などの付与情報、そ
の他の説明資料などを指す。コンテンツは、お客
様固有の業務情報などを除き、教育訓練の手法毎
に標準を装備している。それに加えてお客様の要
望や個別事情を考慮したコンテンツを作成提供す
る。コンテンツ作成後はスタッフによるリハーサ
ルを実施、万全の体制で訓練本番に備える。
（4）訓練実施
訓練実施当日は、原則としてFRIスタッフが訓
練実施運営全般を受け持つ。各種準備作業など終
了後、訓練参加者への説明（オリエンテーション）、
次いで訓練実行へと続き、訓練終了後は、訓練全
般を振り返り、課題点・改善点の抽出を行う。
また、訓練実施当日は、評価診断記録の収集を

滞りなく行う。具体的には、参加者本人による自
己評価やアンケート調査、スタッフによる参加者
に対する第三者評価・ヒアリングなどによる評価
診断を行う。
（5）評価改善
訓練実施時の評価診断データを分析し、訓練目
標に対する達成度を評価する。さらに、評価分析
結果から導き出される弱点・課題を整理し、改善
案を提示する。教育訓練の評価方法の詳細は、後
述の章「達成度評価と改善策導出」で述べる。

実施目標に適した訓練手法

BCMにおける教育訓練の実施目標達成に適した
教育訓練手法を表-1に則して説明する。
（1）行動計画の実効性検証、並びに（2）BCP対
応要員の事業継続対応力向上を目標に実施するの
が、前提条件を自社の行動計画をベースとする「訓
練」であり、人の移動や施設・設備の稼動を実際
には行わず、机上でシミュレーションする「テー
ブルトップエクササイズ」と実際に人が移動し施
設・設備を稼動させる「実働訓練」に分類される。
①「テーブルトップエクササイズ（机上訓練）」

BCP策定後の比較的早い段階で行われるのが
「テーブルトップエクササイズ」である。
なかでも行動計画に記した手順やチェックシー
トの内容を検証・改善することに適しているのが、
「ウォークスルーエクササイズ（手順書確認訓練）」
である。この訓練では、訓練スタッフが訓練対象
の行動計画に合わせて想定シナリオ（被害情報な
ど）を逐一開示していく。参加者には、想定シナ
リオに沿って次に行うべきアクションを判断・実
行していただく。このことにより、参加者の行動

表-1　教育訓練目標と手法、評価方法

気付き有、などの割合の大小
定性コメントの内容

参加者へのアンケートによ
り、気付き有無を集計

企業トップ、幹部社員、一般
社員

模擬
会社

モックディザスター気付き/啓発/浸透

訓練

評価ランクをポイント換算4つを基軸で診断企業トップ自社危機広報トレーニング特定技能・技術の会得トレー
ニン
グ 同上同上防災要員、一般社員－CERTトレーニング

合格（正解率80％以上）の割
合の大小

終了試験⇒正解率算出企業トップ、幹部社員、一般
社員

－e-learning気付き/啓発/浸透教育

合格（正解率80％以上）の割
合の大小

終了試験⇒正解率算出企業内BCP策定・BCM運用
要員

－セミナー策定/運用スキル習得

企業内BCP対応要員
・災害対策本部要員
・重要事業毎のBCP対応要
員

・他

参加対象者
訓練評価対象の各項目を
以下の４つを基軸で診断
・Agility（俊敏さ、）
・Accuracy（正確さ）
・ Flexibility（柔軟性）
・ Motivation（意欲/動機）
実施評価チェックシートにより
自己診断、かつ第三者診断

参加者へのアンケート

評価データ抽出方法
訓練評価対象の各項目を
左記の４つの基軸単位に
それぞれ以下のランクで評価
・良い
・悪い
・評価できない
評価ランクをポイント換算

定性コメントの内容にて評価

評価基準

実働訓練
・災害対策本部設置訓練
・業務切替訓練
・他

・実働による動作検証
・設備の稼動検証
・計画と実働の乖離検証

自社テーブルトップエクササイズ
[机上訓練]
 ・ウォークスルー（情報付与）
 ・ワークショップ（状況付与）
 ・ロールプレイング
（情報＋状況付与）

・行動計画の妥当性確認
・要員の習熟度向上

前提教育訓練手法BCMの教育訓練目標
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や行動計画に対する問題／課題を抽出し、改善策
検討に繋げていくことができる。
時間的なプレッシャーをあまり感じさせず、内
在する問題／課題に焦点を当て、BCP対応要員が、
解決策を訓練のなかでディスカッションし合意形
成していこうというのが「ワークショップエクサ
サイズ（状況予測解決訓練）」である。
この訓練では、訓練スタッフが参加者に対し、
現状の行動計画だけでは解決できないような想定
外の状況を付与、参加者にその場で解決策を練っ
ていただく。
この訓練手法は、空間的・時間的設定が柔軟に
行えるため、最近増加傾向にある新型インフルエ
ンザ（パンデミック）発生時対策のように長期耐
久型の行動計画を検証する訓練に対しても有効で
ある。
たとえば、フェーズ3（人－人感染は限定）から
フェーズ4（人－人感染が発生増加）への移行、ま
たはフェーズ5（人－人感染が拡大）への移行など、
数週間に渡り広範囲に起こり得る感染状況などを
付与、参加者には感染段階に応じ、自社を取り巻
く社会情勢を予測しつつ、行うべきアクションプ
ランを検討・判断していただけるよう配慮してい

る。
パンデミックをシナリオとする訓練を企画する
場合、地震などと比較すると、発生場所や被害拡
大状況などが不明瞭で確実な情報を把握しにくい
状況を想定したシナリオを付与する。そのねらい
は、あいまいで希少な情報しかなくとも決断を下
さざるを得ない状況に意思決定者（経営者層）を
追い込み、柔軟な対応力・決断力、力量を醸成す
ることにある。
新型インフルエンザ（パンデミック）や地震の
訓練で使用したシナリオ例を図-3に示す。
②「実働訓練」
テーブルトップエクササイズの目標がほぼ達成
されると、次に行うのが実働訓練である。実働訓
練では、参加者は行動計画に規定した施設に移動
し、設備・装置を実際に動作させる。このことに
より、参加者や施設・装置の稼動能力を実証する
とともに、机上と実働との時間的・空間的乖

かい

離
り

を
確認・評価できる。
なかでも重要なのが、災害発生検知から対策本
部設営に至る「災害対策本部設置訓練」や被害確認・
BCP発動～代替手段による事業再開までを実証す
る「業務切換訓練」など、即時性を要求される訓
練である。
③「トレーニング」
「トレーニング」とは特定技能を会得するために
集中的に専門的指導を受け繰り返し練習する方式
である。
「危機広報トレーニング」は、企業トップを対象
にステークホルダーやマスメディアへの説明責任
を果たすための会見技能を身に付けるものである。
「CERT（Communication　Emergency 

Response Team）トレーニング」では、企業の
防災担当を対象に負傷者に対するトリアージや救
助搬送などを実践演習する。これは、米国で実用
化されたものを日本向きにアレンジしたもので、
FRIでは災害危機管理の普及を図るNPO法人危機
管理対策機構を通じ提供している。
（3）BCP・BCMへの気付き・啓発・理解・浸透
を目標に実施するのが、「モックディザスター」
と「e-ラーニング」である。
①「モックディザスター（緊急対応模擬演習）」
これは、欧米で最も一般的に行われている災害

[新型インフルエンザ発生の訓練シナリオ例]

[直下型地震発生の訓練シナリオ例]

図-3　訓練シナリオ例
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対策訓練の一つである。参加者は架空の模擬会社
の対策本部員となり、運営者側は参加者に対し様々
な状況シナリオをリアルタイムで与え、それに対
する行動を判断していただく。BCPの重要さなど
を実感していただくことに効力を発揮している。
FRIではこれを2005年末より継続的に実施、各企
業役員を含め延べ1,500名以上が参加している。
②「e-ラーニング」
一定期間に全従業員がそれぞれ都合の良い時間
に学習できるため、BCP・BCMの基礎知識を幅
広く啓発させることができる。また、終了試験に
より習得度の把握も可能である。最近は、パンデ
ミックの基礎知識と自社の対応方針などを一般従
業員に対し周知することに適用するケースも多く
なっている。

FRIでは、これらのe-ラーニング講座をまずは
富士通グループ向けに2006年より提供を開始、次
いでBCPを導入中（又は導入済み）の一般企業に
も提供しBCM文化の醸成に貢献し続けている。
（4）BCP策定・BCM運用要員の育成を目標とし
て開催するのが「セミナー」である。
これは、BCPを導入中（又は導入予定）の企業
に向けて、BCP策定・BCM運用（BCM事務局）
要員育成のために開催するスクールコンサルティ
ングである。FRIでは、2006年より入門講座（半日）
とBCP策定講座（3日～ 5日）の2種類を開催して
いる。　  

達成度評価と改善策導出

訓練評価の大まかな流れは、収集した評価診断
データの分析、訓練目標に対する達成度・課題抽
出、改善策提示へと続く。FRIではいかなる訓練
であれ、訓練の評価軸・評価基準がぶれないよう、 
表-1の評価データ抽出方法に示すように評価診断
対象をAgility（俊敏、迅速）、Accuracy（正確性）、
Flexibility（柔軟性）、Motivation（意欲、動機）
の4つの軸に整理、訓練実施チェックシートとして
標準化した。訓練実施時の自己評価および第三者
評価実施に役立てている。こうした評価診断結果
を数値換算・グラフ化し、一定の評価レベル（評
価ポイント）に達していない項目を弱点として抽
出する。
次に、その原因を分析し、それを解決するため

の改善策を6つのファクターに分けて導き出す。
6つのファクターとは、①個人（BCP対応要員）、
②リーダーシップ、③体制／権限委譲などのヒュー
マンリソース稼動、④行動計画書などの文書類、
⑤施設／設備、⑥情報システムの事前対策や稼動
（可用性）に関する改善対象のことである。
このことにより事業継続性向上に向けた次の強
化改善策ならびに教育訓練計画案を根拠が明確、
かつ説得力のあるものとすることができる。

訓練の高度化と課題

テーブルトップエクササイズ、実働訓練などを
定期的に実施し事業継続性が向上するほどに、訓
練自体の高度化が求められる。
（1）総合実働訓練の実施
実働訓練において先述した「災害対策本部設置
訓練」や「業務切換訓練」などに関わる部門が一
同に参加し、災害発生検知から目標復旧時間内で
の事業再開までをリアルタイムで実演するのが「総
合実働訓練」である。
富士通グループが毎年9月1日に実施する全社防
災訓練の枠組みにはBCP総合実働訓練を組み入れ
ている。FRIもグループ内関係部門と連携し、訓
練の企画運営に参画している。
総合実働訓練の場合、関係部門との折衝・情報
システムや施設・設備の準備・調整など、半年か
ら1年間の準備期間を要する。コンテンツの充実・
効率的な運営ノウハウの積み上げが求められる。
（2）業界・エリア単位での合同訓練の実施
日本国内では、会社の枠を超え、地域社会（地
元自治体・消防・電力・通信・他）やサプライチェー
ンなどと合同で行う訓練の実施例は多くはない。
欧米のBCM先進地域ではテロやパンデミックを
シナリオとする地域社会や業界全体を巻き込んだ
訓練を頻繁に実施している。　
米国の金融業界の事例を見ると、2007年
にFSSCC（Financial  Services  Sector 
Coordinating Council） とFBIIC（Financial 
and Banking Information Infrastructure 
Committee）により金融機関はもとより電力会社・
通信事業会社などの公共機関も加えた2700余りの
機関が参加し3週間に及ぶ新型インフルエンザ対応
訓練を実施している。（4）
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BCM（事業継続マネージメント）における教育訓練の高度化

今後は、地震・パンデミックを問わず、欧米の
先進事例にあるような、会社の枠を超え地域社会
と連携した訓練の企画運営が求められる。
（3）危機広報のための対応コンテンツ蓄積
不測の事態が発生したときの会見の拙さから、
倒産に追い込まれる企業が後を絶たない。内向き
の企業論理優先ではなく、社会的視点に立つ情報
開示やステークホルダーへの説明責任を最優先す
る危機広報の鍛錬を平時より重ねておくことが企
業トップに求められている。不測の事態発生によ
る事業中断時に社会への影響や今後の見通しなど
を適切に会見できるよう、マニュアルの整備や会
見のための想定問答の整備など、コンテンツの開
発・蓄積・充実化が求められる。　

む　　す　　び

国内においてBCPを策定済の企業が全体の1割
以下（2008年度日本政策投資銀行調査結果）（5）と
いう中で、BCP策定済みの企業においては、いか
に現場の作業負担を省力化しながら事業継続性向
上のサイクルを機能させ続けるか、という運用視
点に移っている。それを実現する契機となるのが
教育訓練である。
今後、BCP策定に着手する企業が増え続けると、
それに比例してBCM運用の適正化や効率化の問題
に直面する企業も増大する。したがって、教育訓練
に対する期待や要望が益々高まるのは必定である。

FRIによる教育訓練サービスは、今後、サー
ビスメニューの品揃え増強や訓練の高度化に対
応、BCM運用の適正化・効率化を支え、事業継
続性向上に寄与する。さらに、企業全体のリスク
管理フレームワーク（ERM：Enterprise Risk 
Management）に謳われている統合リスクへの対
応にも貢献していく。

参 考 文 献

（1） 内閣府：事業継続ガイドライン第一版．2005年8月．
 http://www.bousai.go.jp/MinkanToShijyou/
 guideline01.pdf
（2） 厚生労働省：「事業者・職場における新型インフル
エンザ対策ガイドライン（改正案）」、2008年8月．

 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/
 s0730-13e_0001.pdf
（3） 総務省：地方公共団体におけるICT部門の業務継続
計画（BCP）策定に関するガイドライン」．2008年8月．

 http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/ 
080821_3_bt1.pdf

（4） 国内外のBCP対応訓練事例―金融機関の被災対応と
訓練事例を通じて―.金融情報システム , No.295, 2008.
春.p.48-66．

（5） 日本政策投資銀行：企業の防災への取り組みに関す
る特別調査．2008年8月．

　http://www.dbj.go.jp/japanese/release/
　rel2008/0819.html




