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事業継続マネジメント（BCM）は、企業を取り巻くリスク環境の厳しさの増大や国
際標準化の進展等から、企業が取り組むべき重要な経営課題である。BCMにおける
現状の課題は、対象脅威に対するリスク軽減対策と費用のトレードオフの関係、不
測の脅威が発生した場合の不確実性への対応である。
企業は、不確実性への対応の課題に対処するためには、BCMを企業における危機
管理と位置づけることで、経営戦略レベルで対応を行う必要がある。企業は、危機
管理モデルを構築したうえで、危機対応能力の向上を行う必要がある。危機対応能
力は、BCMで構築した行動計画・訓練などの実践ノウハウを応用することで向上さ
せることが可能である。
富士通総研（FRI）は、BCMコンサルティングで培った経験、ノウハウを活用し、
企業の危機管理モデルの構築、および危機への対応能力向上に貢献をしていく。
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BCM を起点とした企業危機管理の実践

ま　え　が　き

2007年7月の新潟中越沖地震、2008年5月の四
川省の大規模地震、2009年4月の豚インフルエン
ザを発生源とする新型インフルエンザの感染拡大
など、災害を起因とする不測の事態が企業に大き
な影響を与える事象が近年頻発している。
昨今の金融危機による景気の大幅な減速も含め、
企業活動を取り巻くリスク環境の厳しさは増大の
一途を辿り、リスクマネジメントに対する経営者
の意識も高まってきている。
この様な状況下において、各企業は自然災害を
はじめとした様々な不測の事態が発生した場合に
おいても、事業を早期に復旧、継続させるため
のBCP（事業継続計画：Business Continuity 
Plan）を策定し、さらにはBCPを継続的に改善し
維持管理するための経営管理プロセスである事業
継続マネジメント（BCM：Business Continuity 
Management）の導入を進めている。
本稿では、BCMの概要を述べたうえで、BCM
から企業の危機管理への展開として、事業継続マ
ネジメントの動向とプロセス、現状のBCMにおけ
る対応の限界を整理したうえで、BCMの実践をも
とにした危機対応能力向上による不確実性への対
応、および今後の展望について述べる。

事業継続マネジメント（BCM）の動向

BCPとは、大規模災害などの不測の事態が発生
した場合においても、重要な事業を必要な時間内
（RTO：Recovery Time Objective）までに復旧し、
事業継続することを目的とした計画である。BCM
とは、BCP策定において定めた対策を実施し、計
画の実効性を教育・訓練により評価し、BCPを継
続的に改善・維持管理するためのマネジメントサ
イクルである。

2005年の内閣府ガイドラインの発行以来、BCP
の策定に取り組んでいる企業は確実に増え続け、
内閣府の2008年1月の調査結果では、大企業の
35％が策定済もしくは策定中であり、策定予定ま
で含めると64％、中堅企業では同様に29％になっ
ている。
一部ではBCP策定が全体的になかなか進捗しな

いとの指摘もあるが、近年の経済環境下における
経営者の災害対策投資に対するモチベーションを
踏まえて考えると、必ずしも低い数字であるとは
思えない。
企業がBCP策定に取り組む理由は、多分に自発
的な動機よりも、市場やお客様からの要請、言わ
ば外圧によるものが大きい。特に近年では、企業
間取引の条件としてBCP策定を要求されるケース
が増加している。
大企業がBCPを策定した結果、サプライチェー

ンを構成する取引先企業に対して、取引条件として
BCP策定を要求する事例が増えてきていることな
どがBCP策定を進める大きな原動力となっている。
さらに、BCMの国際標準化も進展しており、第
三者認証制度も含めたISOの検討が大詰めを迎
えている。これに先立ち、英国規格BS25999が
2007年末に発行され、国内においては2008年初
頭から認証を開始、富士通の保守サポート事業が
FRIの支援のもと、インフラサービス事業で国内
初の認証取得に至っている。

FRI の BCM 実施プロセス

FRIでは、富士通のBCM構築の社内実践を通じ
て、図-1の事業継続マネジメントシステム（BCMS：
Business Continuity Management System）を
BCM実施プロセスとして定義している。BCMSは、
「事業継続戦略の策定」、「対策の実施と訓練による
改善」の二つのフェーズで構成される。
事業継続戦略の策定とは、①BCM推進体制の
整備、②ビジネス影響度分析、③リスク分析、④
事業継続戦略の決定というプロセスで構成される。
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図-1 事業継続マネジメントの実施プロセス
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本プロセスの要点は、企業の事業における重要業
務を特定したうえで目標復旧時間を設定、現状に
おけるリスクの対応能力と比較し、事業継続戦略
を決定することである。
対策の実施と訓練による改善は、事業継続戦略
として決定した内容に基づく⑤行動計画の作成、
および⑥対策の実施、さらに⑦教育訓練を実施す
ることで、継続的な⑧評価改善を行い、事業の継
続性を強化することである。

FRIでは、本プロセスに沿って、BCP策定およ
び運用管理を顧客に提供することで、作業の可視
化と標準化を実現している。

BCM運用における課題（リスク対応の限界）

大企業を中心に、導入が徐々に進みつつある
BCMであるが、計画の策定から組織内での実行（運
用）段階に入ると、様々な課題が浮かび上がってくる。

BCMは様々な不測の事態に対応し、重要な事業
や業務を継続させるための経営管理プロセスであ
ることは前章で述べた。重要な事業を継続させる
ためには、重要な事業を支える経営資源（人・物・金・
情報システムなど）が受ける被害を出来るだけ軽減
するための予防対策が重要であることは言うまで
もない。
しかしながら、　地震による被害の軽減を目的と
した建物設備に対する耐震や免震対策、情報シス
テムを継続させるためのバックアップシステムの
構築など、いずれも費用が嵩むことから、必要と
思われる対策でもなかなか企業においては計画が
進みづらい。また、これらの対策は、リスク分析
の結果で明確となった様々な脅威が発生した場合
の被害想定に基づき実施される。例えば、地震が
発生した時に、揺れにより設備の損壊が予想され
るため、耐震あるいは免震の対策を実施する。また、
水害が発生した場合には、冠水の可能性が高いた
め、設置場所を変更する等、前提となる脅威毎に
様々な対策の実施が求められる。
近年、地震だけではなく、様々な脅威に晒され
ている企業にとっては、すべての脅威に対応する
と対策費用が莫大なものとなる。企業は、すべて
の対策を実施することは事実上不可能であり、対
象脅威からのリスク軽減を考えた場合、トレード

オフの関係にならざるを得ないと言え、対策には
ある一定の限界がある。

BCMにおける対策は、リスク分析をもとにした
特定の脅威に対するものであることは、前述のと
おりである。この点から、BCMは、狭義的には大
規模地震などの自然災害を想定とした特定脅威に
対するものであると言える。なお、この場合にお
ける組織的活動は、予防対策を中心とした防災活
動、BCPの策定結果に基づき、重要業務を継続さ
せるための活動となる。（図-2）

不確実性への対応の課題

前章では、BCMを特定脅威に対する組織的活動
であると定義した。これに対して、事業継続性と
いう観点で、対象とする脅威をより広範囲に考え
た場合、企業活動全体に対する危機管理の取り組
みと定義することができる。企業の事業継続性を
脅かすものは、　自然災害等のように発生確率、時
期等、ある程度予測可能な特定脅威だけではない。
むしろ、企業にとっては、品質、M＆A、法規制
などに起因したものが、より事業継続性を脅かす
事態に陥ると考えられ、脅威の種類を拡大する必
要性が求められることになる。
対応する脅威の種類を拡大させた場合、当然な
がら組織的活動は、より広範囲なものになる。例
えば、対象脅威がM＆Aの場合、買収防衛としての
組織的活動および判断は、企業の経営戦略レベル
として行うものであり、企業の危機管理そのもの
の範疇である。
さらに、脅威の種類を拡大するということは、
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図-2 BCMの対象脅威と組織的活動範囲
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不測の脅威が増加することになり、原因、発生確
率などが分からない、過去に発生していたとして
も発生頻度、結果などの事例が乏しく、確率的、
統計的にも推測が困難となり、不確実性が増すこ
とになる。
企業は、これら不測の脅威に対応するためには、
予防対策を行うことは不可能であるため、発生時
において迅速な状況判断を行い、事業継続戦略で
策定した優先順位に基づく対応方針を決定し、統
率のとれた復旧活動を行う必要がある。
さらに、復旧活動を組織的に行うためには、組
織自体の危機対応能力を強化することが重要とな
る。この場合における危機対応能力とは、脅威の
発生が予測できないため、発生時には何らかの代
替手段をもって行動するための事前整備として位
置づけるものである。
危機対応能力をBCMの例で考えた場合、検討し
たリスクシナリオを意識した行動計画に基づき訓
練を実施することになる。ただし、この場合には、
対象脅威を選定したうえで訓練を行うことになる
ため、不確実性への対応としては、課題が残る。

BCMを起点とした企業危機管理モデルの構築

前章までは、BCMの特定脅威に対するリスク対
応の限界、不測の脅威に対する不確実性の課題が
残る点について述べた。しかし、企業はリスク対
策へのトレードオフ、不確実性への対応の課題を
解決する必要がある。

FRIでは、企業が課題を解決するためには危機
管理モデルの構築が不可欠であり、以下の図-3の 
4つの構成要素（①事業継続戦略、②リスク対策、

③危機への対応能力、④マネジメントシステム）が
必要であると考える。
この企業危機管理モデルは、BCMの実施プロセ
スに当てはめた場合、①事業継続戦略は、「ビジネ
ス影響度分析」、「事業継続戦略の決定」、②リスク
対策は「リスク分析」、「対策実施」、④マネジメン
トシステムは「評価改善」、および「BCMS」そのも
のに相当する。
リスクへの対応は、この危機管理モデルに基づ
き、リスク軽減と費用のトレードオフの関係を整
理し、対策を実施していくことにより、解決を図
ることになる。
③危機への対応能力は、BCMでは「行動計画作
成」、「教育訓練」の一部に相当する。ただし、不確
実性への対応を考えた場合には、BCMと比較して
対象となる脅威の種類が拡大するため、より広範
囲の組織的な活動としての対応能力と位置づけら
れる。

不確実性に対する危機対応能力の向上

前章では、危機管理モデルにおける危機への対
応能力の位置づけを定義した。ここでは、危機対
応能力をどのように向上させるか、またBCMを実
践事例として発展させることが可能であるかにつ
いて述べていく。
企業は、不確実性への対応を図るためには、危
機への対応能力を向上させることが重要である。
理由は、脅威の種類に関わらず、事前に対応可能
なことに限界があることは、既に述べたとおりで
ある。むしろ、企業は、脅威が発生した場合には、
発生時における危機への対応能力を向上させるこ
とで、対応せざるを得ないと言える。

BCMでは、対象脅威に対する行動計画を作成し、
教育訓練を実施することで、対応能力の向上を図っ
ている。ただし、不確実性への対応を考えた場合に
は不十分であるため、対象脅威を前提としたBCM
の行動計画、教育訓練を見直す必要がある。

BCMの行動計画は、対象脅威が発生した場合の
リスクシナリオ単位で作成している。これは、被
災時における行動は、「対象脅威による発生状況
として想定されるシナリオにより異なるものであ
る」、との考え方に基づくためである。しかし、対

Ⅳ．マネジメントシステム
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企業文化と継続的改善プロセス
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Ⅱ．リスク対策
脅威の洗い出しと発生確率・影響の予測

危機対応体制の整備（役割分担・権限委譲）

個人の危機対応能力（役割の理解と実行能力）
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危機対応リーダシップ（危機対応専門スキル）

危機広報能力（クライシスコミュニケーション）
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リスク対策の実施（予防的対策・代替対策の実施）

図-3 企業危機管理モデル（例）
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象脅威の種類に関わらず発生する状況で考えた場
合、組織としての行動は共通的な部分があるとも
考えられる。例えば「危機広報」は、脅威の種類に
よって発表内容は異なるが、対応体制、実施手順
などは、共通的である。

BCMの行動計画は、上記の考え方に則り見直す
ことで、不確実性への対応が可能になると言える。
対象脅威の追加に連動して、リスクシナリオを追
加するのではなく、不確実性への対応の観点から
発生時の行動としての共通部分、リスクシナリオ
によって行動が異なる部分に分ける方法である。
さらに、危機対応能力を向上させるためには、行
動計画の見直しを行うだけではなく、教育訓練に
よる習熟度の向上も見直しする必要がある。

FRIでは、BCMの行動計画、教育訓練を体系的
に確立している。企業における危機対応能力の向
上は、BCMの実践的な内容を改訂することで、対
応が可能であり、かつ最善、最速の道であると考

えており、お客様の危機対応能力の向上を支援し
ている。

む　　す　　び

本稿では、BCMを事業継続という観点から改め
て定義したうえで、BCMを起点とした企業の危機
管理モデルの構築の必要性と危機への対応能力の
向上について述べた。
企業は、新型インフルエンザなどのように今後
も不測の脅威に対応するため、危機対応能力の向
上が急務である。しかし、企業の危機対応能力は、
一朝一夕に向上するものではない。企業が危機対
応能力を向上させるためには、BCMにおける実践
事例を活用することで、早急に実現することが重
要である。

FRIは、富士通社内、およびお客様へのBCM支
援の実践を通じて得たノウハウをもとに構築した
企業危機管理モデルを活用し、お客様の危機対応
能力の向上に貢献していくものである。
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特定脅威への
予防的対策

（耐震・防火等）

ハード対策

ソフト対策

代替対策
（DRサイト等）

危機対応能力の強化
（体制整備・教育訓練
実施による行動計画改善）

対
策

高

低

図-4 リスクと不確実性への対応
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