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近年高まりつつある地震やテロ、新型インフルエンザなど増大するリスク環境を
背景に、不測の事態においても重要な事業を継続するため、事業継続計画（BCP：
Business Continuity Plan）を策定する企業は年々増加している。BCPの実効
性を確保するためには、PDCAサイクルとしての事業継続マネジメント（BCM：
Business Continuity Management）を適切に運用することが不可欠であるが、
参考となる事例がいまだ少ない状況である。
富士通総研（FRI）では、BCPの構造化や、教育訓練の体系的実施、などの運用手
法を確立し富士通社内で実践している。本稿では、社内実践によりBCPの実用性と
メンテナンス性、教育訓練の実効性について良好な結果が得られ、BCMを適切に運
用することができたことについて述べる。なおこの一環でBCMの英国規格である
BS25999について国内で初めて認証取得したことについても紹介する。
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ま　え　が　き

近年高まりつつある大規模地震やテロ、新型イ
ンフルエンザ、などの企業を取り巻くリスク環
境が厳しさを増す中、不測の事態においても重
要な事業の継続を目指す、事業継続計画（BCP：
Business Continuity Plan）を策定する企業は
年々増加している。
また、ビジネスのグローバル化、複雑化に伴い、
サプライチェーン含めた事業継続性強化への取り
組みは増し、BCPが策定され事業継続マネジメン
ト（BCM：Business Continuity Management）
が適切に運用されている事が企業間取引の条件と
なる方向が一段と明確化している。
さらに、標準化・規格化も進展しており2007年

11月には事業継続の英国規格BS25999 Part2（規
格要求事項）（1）が発行され、認証取得を目指す企業
も年々増加している。2011年には事業継続のISO
化も予定されている。内閣府の中央防災会議専門
調査会では「事業継続ガイドライン 第一版 2005年
8月（2）」の見直しも実施されており、社会システム
としての役割も益々重要になってきている。
しかし、BCMを適切に運用している事例はいま
だ少なく、使いにくくメンテナンス性の悪い行動
手順書を作成しているケースや、対象や目的など
が不明確な状態で教育訓練を実施し、運用がスムー
ズにいかないケースなどがある。
富士通は国内でいち早く、2004年から社内実践
を開始し、BCM専門組織（現在の富士通総研（FRI）
BCM事業部）を発足させ推進してきた。その活動
から、運用の手法を確立し、富士通内の複数の事
業部門で適用し、良好な成果が得られたので紹介
する。

富士通におけるBCMの概要

本章ではBCP、BCMの定義と富士通における
BCMの概要について述べる。
●	 BCPとBCMとは
不測の事態が発生した場合においても、重要な
事業を継続することを目的とし、経営環境・事業
環境・リスク環境などの分析を踏まえ、決定した
事業継続目標（重要事業の目標復旧時間）を実現す

るための行動計画がBCP（Business Continuity 
Plan：事業継続計画）である。

BCPは被災時の行動計画書として文書化される。
行動計画書は実効性を高めるために教育訓練を行
い、BCPに対する習熟を図るとともに、計画内容
の評価を行う。この、BCPをPDCAサイクルで継
続的に維持・改善するためのマネジメント手法が
BCM（Business Continuity Management：事
業継続マネジメント）である。
●	 富士通におけるBCMの概要
（1）富士通のBCM運用組織
富士通は、社会インフラの一躍を担う情報シス
テムベンダー、グローバルなサプライチェーンに
参加する企業として、1995年からは緊急事態を想
定した全社防災訓練を実施してきた。これに加え
て、2004年から、大規模災害などの不測の事態が
発生した時にも、お客様が必要とする高性能・高
品質の製品やサービスを安定的に供給するために、
BCMへの取り組みを開始し、2005年には日本で
初めてBCM専門組織を立ち上げ、全社的なBCM
の運用を開始している。
富士通は、高性能・高信頼のサーバを中心とし
たIT基盤や、先進ネットワークシステムを支える
最先端のネットワーク機器を提供するシステムプ
ロダクト事業、コンサルティングからシステムイ
ンテグレーション、運用、保守にわたるソリュー
ション・サービス事業、パソコンや携帯電話など
を提供するユビキタスプロダクト事業、ロジック
LSIや電子部品を提供するデバイス事業などの環
境・構造・拠点・経営資源の異なる様々な事業を
抱えている。そのため、これらの特性にあわせて
事業単位にBCPを作成している。

BCMの運用体制としては、図-1のようなBCM

図-1 BCM運用体制と役割

■戦略の見直しと改善指示
■運用管理状況の監視（全社成熟度の管理）
■情報共有推進（ベストプラクティスの横展開）

■部門戦略の見直し（BIA/リスク分析見直し）
■対応者の割り当てと作成更新されたプランの承認
■部門対応者への教育訓練

■業務別手順書の作成とメンテナンス
■業務別手順書の管理
■教育訓練への参加

ＢＣＭ委員会
（経営者＋BCM事務局）

現場責任者
（担当者レベル）

部門責任者
（部門長レベル）

業務別手順管理者

全体方針管理者

部門方針管理者
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委員会（経営者＋BCM事務局）、部門責任者（部門
長レベル）、現場責任者（担当者レベル）の3階層に
組織化し運用をおこなっている。

BCM委員会は、主に戦略の見直しと改善指示、
運用管理状況の監視、情報共有推進を行い、BCM
運用の中枢機能の役割を果たす。
部門責任者は、事業毎の戦略の見直し、対応者
の割り当てと作成更新されたプランの承認、部門
対応者への教育訓練などの実施を推進する。
現場責任者は、各事業内の業務別手順書の作成
とメンテナンス、業務別手順書の管理、教育訓練
への参加を行う。
この体制の中で重要な役割を果たすのが、BCM

事務局である。FRI BCM事業部のメンバーは富
士通のBCM 事務局員として、国際的なBCM資格
である米国DRII（Disaster Recovery Institute 
International）が認定する事業継続プロフェッ
ショナル資格や、BCAO（Business Continuity 
Advancement Organization 特定非営利活動法
人事業継続推進機構）が認定する事業継続初級管理
者資格などを取得し、BCM運用に必要な力量を十
分に備えている。
（2）BCMプロセス

FRIでは、BCM推進体制整備から評価改善まで
の一連のプロセスを図-2の事業継続マネジメント
（BCM）プロセス（3）として標準化し実践している。
このため、各事業はBCMプロセスに従って、

BCMの運用を行うことが可能となる。
BCMのプロセスは、BCPを作成するための戦
略策定プロセスと、行動計画書作成、対策実施、
教育訓練、評価改善を行う実施運用プロセスから

構成される。
戦略策定プロセスについては事例や文献も多い
が、実施運用プロセスについては事例や文献が少
ない状況であるため、本稿では、BCMで最も重要
な、行動計画書を作成し、対策実施、教育訓練か
ら評価改善するまでの、実施運用プロセスの内容
について述べる。
①BCP（行動計画書）作成
事業継続戦略の決定を踏まえ、不測の事態が発
生した場合に重要な業務を復旧するための行動計
画書（BCP）を作成する。
また、BCPは対策実施の状況を見据えながら作
成していく。手順書だけが先に出来ても必要な対
策が完了していなければ使えない手順書となって
しまうからである。その逆も同様で、対策だけ出
来ていても必要な行動が手順化されていなければ、
いざという時に行動することができない。
②対策の実施
事業継続戦略の決定により定められた各種対策
を実施する。対策の実施は費用対効果を意識し、
なるべく実効性の高い対策を、段階的に実施する
ことを考慮し、現場で実施可能な具体的な実行計
画に落とし込みを行い、実施状況を把握し管理
する。
③教育訓練
教育訓練は、気づきのための教育、BCPの習熟
度を向上させるための訓練・演習など、様々な手
法を組み合わせながら実施する。
④評価改善
経営環境の変化や、教育訓練の結果を踏まえ、
事業継続要件の見直しを行い、計画書の更新を
実施する。評価改善を繰り返し実施することで、
BCPの実効性を高めていく。

実施運用プロセスにおける課題

● BCP（行動計画書）作成
BCPは、被災時において、様々な役割をもつ担
当者に使いやすいことが求められる。加えて常に
最新である必要があり、高いメンテナンス性が求
められる。
一般的にBCPを作成する際に陥る課題として、
全体を包括する分厚いBCPを一冊作成してしま図-2 事業継続マネジメントプロセス
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い、担当者が必要なときに必要な頁がすぐに開け
ず迅速に行動できないことや、誰がどの手順書を
更新するかがわからずBCPをメンテナンスする際
の作業負荷が増大することがあった。そのため、
BCP作成においては、使いやすさとメンテナンス
性の両立が課題であった。
●	 対策の実施
対策の実施においては、事業継続戦略に従い、
現場毎に実施可能な具体的な実行計画に落とし込
む必要がある。さらに対策の実施状況に応じ、どの
程度事業継続性が強化され、残存するリスクはど
れ位であるかを把握し管理できるかが求められる。
一般的に、BCPが作成出来ても、対策が完了し
ていなければ被災時に手順書が無効なものになる
ことや、対策を実施しても、どの程度強化され、
残存するリスクはどれ位であるかを把握できない
ケースなどがあった。そのために事業継続戦略を
現場毎の推進計画に展開し、対策の実施状況を的
確に管理するための方法が必要であった。
●	 教育訓練
教育訓練は事業継続戦略に基づく手順書の作成

と、対策実施の双方を評価改善するための重要な
プロセスである。その一方で、教育訓練には様々
な種類や手法があるため、目的に見合う教育訓練
をどのように選べばよいか、誰にどの様に教育訓
練を実施すべきかについて課題があった。さらに
実施結果について達成度や、課題の抽出状況をい
かに評価するかという点にも課題があった。
●	 評価改善

BCPを常に実用性のあるものとするためには、
定期的な訓練実施結果のフィードバックや、年度
毎の事業要件の見直しの実施により、評価改善を
確実に繰り返し実施していくことが重要な課題で
あった。

運用手法の確立と実践

●	 BCP（行動計画書）の構造化
FRIでは、使いやすさとメンテナンス性の両立
を図るために、BCPを組織の体系にあわせて構造
化している。具体的には、組織の全体の方針や行
動手順を記した行動計画書（復旧プロセス全体フ

図-3 行動計画書の構造化

行動計画書
（復旧プロセス全体フローなど）

チェックリスト
（役割毎個別手順）

添付資料
（図や表など）

連絡先リスト等

フロアレイアウト図

代替地（地図）

e-mail 電話 ＦＡＸ
1 ○○市消防本部
2 ○○警察署
3 ○○市役所
4 ○○㈱災害中央対策本部
5 ○○㈱災害中央対策本部
6 ○○㈱災害中央対策本部
7 ○○㈱災害中央対策本部
8
9
10

№ 所在地連絡先
緊急連連絡先

1 □

2 □

3 □

□

4 □

5 □

6 □

7 □

被災検知

作業項目 作業内容（チェックリスト） 参照ドキュメント

－総務・マスコミ（メディア：テレビ、ラジ
オなど）などより被災を検知

－

－

切り戻し状況報告

継続状況報告

切り戻し

BCP発動受信 本部よりBCP発動の指示を受信

代替継続活動
・代替地立ち上げ
・リソース準備

要員参集、代替地移動 参集

代替地移動

1 □

2 □

3 □

□

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

□
9 □

10 □

□

11 □

□
12 □
13 □

安否確認 地区防災組織による安否確認 ・連絡先リスト
・安否集計表

BCP発動判定 BCP発動判定を行う
【BCP発動基準】
ビジネスを中断あるいは中断の恐れがあり、
目標とすべき復旧時間内での業務復旧が困
難と判断される場合に、BCPの発動を行う

・被害状況チェックリスト
・フロアレイアウト図
・代替地（地図）

復旧対策本部を設置する －

復旧活動および拡大防止

状況報告

－

切り戻し状況報告受信 BCPの終息宣言を行う －

復旧計画の通知

被災地業務再開宣言 被災地の業務再開宣言を行う －

作業項目 作業内容（チェックリスト） 参照ドキュメント

被災検知 総務・マスコミ（メディア：テレビ、ラジ
オなど）などより被災を検知

－

本部員は自主参集 －

危機広報 危機広報情報を災害中央対策本部に提供 －

自主参集

要員参集指示 【参集場所】　○○ビル ○階
【参集基準】・震度６弱以上の地震発生
 　　　　　   ・上記に相当する被害の発生
参集

－

復旧対策本部立上げ

復旧計画の検証・承認 被害詳細確認

復旧計画立案

－

BCP発動通知 BCP発動を行う

代替地の設置要否を判断し、指示する

－

BCP発動業務再開宣言 業務再開宣言を行う －

代替地継続班手順書

本部員手順書

目標
時間

本部

被災地復旧本部 社長（本部長）

被災地 代替地

被災地復旧班 本部員 代替地継続班

被災検知

要員参集指示

参集 復旧対策本部
立上げ

BCPの
終息宣言

BCP

現地
復旧

BCP発動通知

被災地復旧
状況報告受信

継続状況報告

BCP発動受信

危機広報

自主参集 自主参集

被災地復旧
本部設置

BCP発動
判断材料まとめ

被災地復旧班支援

安否確認

要員参集、代替地
移動

BCP発動判定

・復旧の実施
・機器・設備の
　復旧

BCP
発動

代替継続活動
・代替地立ち上げ
・リソース準備

３
時
間

BCP発動のため
の

被害確認

1日
～
3日

BCP発動　　業務再開宣言

ビジネス被害
状況確認
／

ビジネス被害
拡大防止

切り戻し

30
日

切り戻し
状況報告

60
日
～
90
日

復旧状況報告

被災地　業務再開宣言

切り戻し
状況報告受信

要員参集

復旧計画の
立案

復旧計画の
取りまとめ

復旧計画の
検証・承認

復旧計画の
受信

復旧計画の
受信 復旧計画の通知

災害発生

3日
～
7日

復旧プロセス全体フロー
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ローなど）と各部門が使用するチェックリスト（役
割毎個別手順）、添付資料（図や表など）により構成
される（図-3）。
行動計画書には5W1H（Who（誰が）What（何
を）When（いつ）Where（どこで）Why（どうして）
How（どのように）が漏れなく分かりやすく記述さ
れている。また、復旧プロセスの全体フローが記
述されており、組織間のインタフェースが時系列
に一目で把握できる構成になっている。チェック
リストは役割毎の個別手順で必要な手順を必要な
人が必要な時に参照できるよう部門・現場毎に管
理されている。行動計画書は定期的または必要に
応じ、改定が必要となる。構造化されていると容
易に改定を行うことができる。

FRIで作成しているBCPの各ドキュメントの内
容について説明する。
（1）「行動計画書」
行動計画書には災害時対応に関する、組織全体
の目的、基本方針、共通事項、組織体制、復旧プ
ロセス全体フローなどが記載される。
特に、復旧プロセス全体フローは、災害発生か
ら終息宣言までの、組織毎の作業プロセス、組織
間のインタフェースを時系列に表したもので、行
動計画書の根幹を成すものである。
被災時には復旧プロセス全体フローを組織全体
で共有しながら活動を推進する。
復旧プロセス全体フローにおける、被災地の被災
地復旧本部と被災地復旧班は、本部と連携しながら
被害状況確認や被災地の復旧活動をおこなう。本部
は被災影響のない場所に設置され、本部長と本部員
が組織全体の復旧活動を推進する。代替地の代替地
復旧班は、被災地が復旧するまでの期間、本部の指
示により代替地で業務を継続する役割を担う。
（2）「チェックリスト」
チェックリストは災害時における組織毎の具体
的な行動手順である。具体的には、復旧プロセス
全体フローの、組織毎の作業プロセスをチェック
リスト化したもので、作業項目、作業内容、参照
ドキュメント欄により構成される。チェックシー
トは現場担当者が作成および更新を行う。
（3）「添付資料」
主に連絡先リストや、フロアレイアウト図、地
図等の、被災時に参照するドキュメントで構成さ

れる。これらは更新の頻度が高く、平時の業務の
中でも使用される。これらの添付資料は行動計画
書から分離し、添付資料とすることで、ドキュメ
ントのメンテナンス性が向上し、被災時において
も常に最新の情報で行動することが可能となる。
●	 対策の実施状況の把握

FRIでは、対策を実施するにあたり、事業継続
戦略を推進計画に展開し、対策の実施状況を管理
するための推進計画ワークシートやBCM達成状況
などをテンプレートとして作成している。これに
より、現場毎に実施可能な具体的な実行計画に落
とし込むことができ、さらに対策の実施状況に応
じ、レジリエンシー（Resiliency：企業が事業中断
に陥っても、その後しなやかに、かつ力強く復旧
する能力）がどの程度強化され、残存するリスクは
どれ位であるかを、把握し管理することができる。
●	 教育訓練の体系的な実施

FRIでは、様々な教育訓練の種類や手法から、
目的に見合う教育訓練を体系的に選択し実施でき
るよう、図-4に示すBCM教育訓練メニューを開発
した。

BCM教育訓練メニューは、大きくBCP作成前
の気づきフェーズと、BCP作成後の手順確認と徹
底、検証と発展のフェーズに分けられる。

FRIでは、教育訓練手法を目的や対象者の組み
合わせなどから、3ヵ年でステップアップしなが
ら運営する手法を確立している。これにより、様々
な教育訓練の種類から、目的に見合う教育訓練を
どのように選べばよいか、について容易に判断す
ることができる。
さらにFRIでは教育訓練結果について評価軸・評

図-4 BCM教育訓練メニュー

気付き
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組織構成員の気付き
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■担当者習熟度向上

検証と発展
■異なる状況下での
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の明確化
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価基準を定め、訓練目標に対する達成度の評価を実
施し、課題の抽出状況について評価している。（4）

FRIで実践している教育訓練メニュー（図-4）に
ついてフェーズ毎に説明する。 
（1）「気づき」フェーズ
気づきフェーズは、BCPの必要性について経営
者や組織のメンバーに気づきを醸成するもので、
「モックディザスターエクササイズ（災害模擬訓
練）」、「e-ラーニング」、「セミナー（説明会）」など
の手法がある。
たとえば、BCPを作成していない組織に対して
はBCPの必要性に気づいてもらうことから教育訓
練を実施する必要がある。このようなケースにお
いては、モックディザスターエクササイズを実施
し、BCPがないと被災時にスムーズな行動ができ
ないことを体感してもらい、BCPが必要であるこ
とを理解してもらっている。
（2）「手順確認と徹底」フェーズ
手順確認と徹底のフェーズは、期待効果に対す
るBCPの機能内容チェックと修正点の洗い出し、
担当者の習熟度向上を目的に、「ウォークスルーエ
クササイズ」の手法などがある。
（3）「検証と発展」フェーズ
検証と発展のフェーズは、異なる状況下での

BCPの有効性確認、BCPの課題と改善点の明確化
を目的に、「ワークショップエクササイズ」、「ファ
ンクショナルエクササイズ」、「総合実働演習」の手
法がある。
●	 BCPの構造化による効率的な評価改善

FRIではBCPを組織の体系にあわせて構造化し
ているため、組織単位での訓練実施が可能となり、
効率的に訓練実施結果がフィードバックされ、継
続的な評価改善が可能となる。
また、BCPは各部門が作成した既存の防災マ
ニュアルや復旧手順書を一部活用していることも
あり、メンテナンス性においても現場に負担なく
改善活動が行える。

BCMの実践による効果

●	 	BCP構造化による実用性とメンテナンス性の
確保

FRIでは、今回BCPを構造化したことにより、

被災時においても使いやすく、メンテナンス時の
作業負荷の少ないBCPに仕上げることができている。
さらに、社内実践で得た効果やノウハウをBCP
の雛形として作成し、後続の部門に適用したこと
で、高品質のBCPを、少ない労力で短期間に作成
することができている。
●	 対策の実施状況の把握
対策の実施状況を管理するための推進計画ワー
クシートやBCM達成状況などを、テンプレートと
して新たに作成し活用したことにより、現場毎に
実施可能な具体的な実行計画に落とし込むことが
でき、さらに対策後のレジリエンシーがどの程度
強化され、残存するリスクはどれ位であるかを的
確に把握し管理することができている。
●	 教育訓練によるBCPの実効性の確保
教育訓練では、体系化された教育訓練の運用手
法を適用したことにより、目的に見合う教育訓練
を最適な時期に実施することが可能となった。こ
れにより訓練では以前にも増し課題や問題点の抽
出と改善ができ、BCPの実効性を高めることがで
きている。
●	 評価改善によるBCPの最適化

BCPの評価改善を繰り返し実施してきたことに
より、行動計画書やチェックシートの冗長化が排
除され、スリムなものに仕上げることができてい
る。また、繰り返し実施される訓練の中で、被災
シナリオはより難しいものへと高度化し、BCPと
要員の対応能力もこれに伴い高度化している。
これらの評価改善によりBCPは常に有効かつ最
適な常態に保たれている。
●	 BS25999の国内初認証取得

FRIの支援により、富士通の保守サービス事業
部門は、富士通エフサスと共同で事業継続マネジ
メントシステム（BCMS：Business Continuity 
Management System）の実質的な国際標準規格
であるBS25999（1）の認証を2008年4月に国内で初
めて取得した。（5）

富士通の保守サービス事業部門は災害時にお客
様のITシステムの復旧に携わる部門であり、1995
年の阪神淡路大震災を教訓としてお客様復旧の体
制を整備してきた。また、毎年9月1日の防災の日
には、各地のお客様の協力を得ながら共同でお客
様のITシステムを復旧する全社防災訓練を1995年
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から実施している。
しかし、お客様の復旧のみならず富士通自身の
事業継続能力を高めることも、お客様へのサービ
ス提供には重要との認識から、FRIの運用の手法
に基づき事業継続性強化の取り組みを2006年度か
ら実践してきた。この取り組みの結果がBS25999
の認証取得に結びついている。2009年4月には継
続審査も終了しており、BCMの運用が定着化でき
ているといえる。

む　　す　　び

近年高まりつつある大規模地震やテロ、新型イ
ンフルエンザ、などの企業を取り巻くリスク環境
が厳しさを増す中、BCMの必要性もさらに増し、
BCPの策定に取り組む企業が増え続けるだろう。
これによりBCPの実用性とメンテナンス性の問題
や、教育訓練におけるBCPの実効性を確保の問題
に直面する企業も増大する。
この際に、FRIの富士通におけるBCM運用実践
で得た知識や経験は、お客様にも有益なものとな
る。お客様はこれらのノウハウを利用することで、
高品質な事業継続を、お客様自身で実施するより
も、はるかに少ない労力で実現することが可能と
なるのである。

FRIでは社内実践を通し、確立したBCM運用手
法をBCMコンサルティングサービス（図-5）の一環

として、お客様に提供することで、お客様の事業
継続性向上に貢献していく。
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図-5 事業継続コンサルティングサービスメニュー
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