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リスク管理（ビジネス・アシュアランス）

近年、日本企業もグローバル化が進むと共に、企業が直面するリスクも多様化し
ており、様々なリスク対応を行う企業において、自社の事業継続性を確保するため
の取り組みが本格化するにつれて、推進上の課題が表面化している。これらの課題は、
平時と非常時といった場面で存在し、それぞれの課題を解決するための方法の一つ
としてBC関連ツールの適用がある。近頃では日本でも利用可能なツールの種類が増
加しており、実用的な選択肢として検討可能な状況にある。様々なツールが存在す
るが、どういう場面に適用すべきかはあまり知られておらず、そのような状態で企
業にツールを導入しても期待した効果が得られない恐れがある。
本稿ではBC関連ツールの種類を挙げ、ツールの有効性や留意点から、どういう課
題に適用したら効果的かを考察し、最後に今後の課題を提起する。
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ま　え　が　き

近年、日本企業もグローバル化が進むと共に、
企業が直面するリスクも多様化している。そして、
様々なリスク対応を行う企業において、自社の事
業継続性を確保するための取り組みが本格化する
につれて、推進上の課題が表面化している。特に
事業数や拠点数、従業員数の多い中堅以上の規模
の企業において、全社的な事業継続計画（BCP）を
策定、事業継続マネジメント（BCM）の運用を継
続することにおいて、様々な課題がある。
また最近では、これらの課題を解決するための
ツール（ITシステム）が、数多く提供され始めてい
る。ツールの殆どは、早くからBCの取り組みが行
われている欧米製だが、ここ1～ 2年で日本語対応
版も出現してきており、選択肢が広がりつつある。
しかし、現状では実際に導入されている企業はま
だまだ少ないが、今後増えていくことは間違い 
ない。
本稿では、企業における課題とは何か、その課
題を解決するツールにはどのようなものがあるの
か、またツール導入を検討する上で考慮しておく
べきメリットとデメリットについて考察を行う。

BCP策定／ BCM運用における課題

企業における課題は、表-1にあるように、平時
と非常時といった場面（フェーズ）、さらに平時は
BCP策定時とBCM運用時に分けられ、大きく3つ
ある。
以下にそれぞれの課題について記載する。
①平時（BCP策定時）
中堅以上の規模の企業において、BCP策定の全
社展開を行う際、如何に全社的な統制を行い、適
切なレベルでの品質を確保できるかという課題が
ある。

全社的な統制とは、用語の定義をはじめ、記載
ルールや情報の抽出条件など、BCP策定を行う上
での様々なポリシーが企業として統一できている
ことであり、そうでないと意思疎通や情報共有が
困難である。また、グローバル企業においては、
事業環境の違いだけでなく、使用する言語の違い
もあり、全社的に同じポリシーの下で、BCPを策
定することが非常に困難である。
②平時（BCM運用時）

BCM運用時には、作成した文書の更新作業やそ
れに伴う版数管理・配布先の管理を行う必要があ
る。これらは、管理対象が少ない場合は大きな問
題とはならない。しかし、中堅以上の企業で全社
的に管理を行う場合には、対象となる文書が増え、
配布先も膨大となり、BC事務局の負荷が大きく
なる。よって、各部門に対して運用の徹底不足が、
文書の更新が行われない、配布先への版数管理の
不徹底、現場での新旧版の混在等、適切な運用が
困難となっている場合が多い。
③非常時
最後に非常時の対応についてみると、現場と中
央の対策本部間の連携に問題があるため、意思疎
通が十分でない場合がある。また、被害が広範囲
な場合には、個々の被害状況をとりまとめ、全体
の被害状況を把握することが困難であるため、対
策本部から適切な指示が出せない場合がある。こ
れらの様に、対応の実効性に問題がある場合が多
く、本来期待されている迅速で確実な対応が行え
ていない。
これら3つの課題を解決する有効な手段として、

ITによるBC関連ツールの活用が考えられる。以降
では、BC関連ツールの種類と特徴、ツール活用の
有効性についての考察を行う。

事業継続（BC）関連ツールの種類

BC関連ツールは、表-2のように、平時のBCP策
定時とBCM運用時に用いられるもの、非常時に用
いるものの2種類に分類することができる。
実際、多くのツールは、表-2の①と②を包含し
たセット（スイート）で提供されている場合が多い。
スイートのメリットは、分析から文書化、更には
非常時の実対応までを一貫してシステムで扱うこ

表-1 フェーズ毎の課題
項番 フェーズ 課題
① 平時

（BCP策定時）
均一な全社展開の困難さ

② 平時
（BCM運用時）

文書管理に伴う負荷の省力化と
最新化の徹底

③ 非常時 非常時対応の実効性
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とができるため、同じデータをより有効に活用で
きる点である。現状、世の中にある主なBC関連ツー
ルを表-3に示す。

1～ 6が①BCP策定ツール、7～ 8が②緊急時対
応支援ツールである。1のLDRPSは、8のOEMで
あるIncidentManagementを含んでいる。
① BCP策定ツール
このツールは、それぞれ分析手法やデータの見
える化手法に特徴があるが、どれもほぼ共通して
ビジネス影響度分析（BIA）における業務の見える
化が行えるようになっている。これにより、重要
業務を支えている業務プロセスやリソース（要員・
設備・施設・情報システム等）が明確になり、これ

らが被災した際の影響範囲が見える化できる。こ
れらの情報を基に、各部門（重要業務）における
BCP策定を行い、必要な手順を登録していくのが、
どのツールにも共通した流れである。
② 緊急時対応支援ツール
このツールの利用者は、中央の災害対策本部と
現場で、指示を出す本部と対応を行う現場との連
携（意志疎通）が重要になる。そこで、ツールを大
きく2種類に分けて説明する。

1つは事前に設定したシナリオ（BCP）に基づい
て次の採るべき対応を指示するタイプのものであ
る。表-3の6のeBRPがこのタイプである。もう一
つは、事前のシナリオには関係なく、その時点の
状況把握を補助することで、最適な判断を可能と
し、結果として最適な対応をするタイプのもので
ある。表-3の7のAGADISがこのタイプである。
また、これら2種類を併せ持つものもある。基本は
シナリオに基づくアクションを指示し、さらに状
況把握を補助するための現況表示も行え、その場
で柔軟な対応が可能になっている。両方の方向性
に共通して重要なのは、対応を行う現場と、指示
を出す本部との連携である。これに特化したのが8 
のWebEOCである。

事業継続（BC）関連ツールの有効性

これまで説明してきた様々なツールを活用する
ことで、如何に企業の課題を解決することができ
るのかを考察する。
① BCP策定ツール
これらのツールを用いることにより、同じ分析
手法を用い、同じようにデータ登録を行わせるこ
とができるため、各部門に同様なやり方でBCP策
定を実施させることができる。BC事務局は、個々
の部門のデータを参照することができるため、部
門間のレベル差を調整することも可能となる。そ
れから、多くの海外製ツール（マニュアルを含めて）
は多言語対応されているため、グローバルにも適
用できる。よって、前述のBCP策定時における課
題が解決可能となり、BC事務局の負荷は大きく軽
減されることもメリットである。
また、BCP策定ツールは作成したBCPの文書
管理を行うことも可能である。中には、文書のメ

表-3 利用可能な主要BC関連ツール
項
番

ツール名称 特長
○：日本語対応あり提供元

1 LDRPS ○ 世界的に最も有名な老舗
ツール
スイート構成

江守商事

2 BCoRViT ○ ISMSの管理手法をBCMS
に適用したツールヒルベットソリュー

ション
3 PrismBCP ○ BS25999に準拠した韓国

製ツール
カスタマイズが前提のため
見直しが容易。
スイート構成

GHコンサルティング

4 myCOOP × グローバルな大企業向けの
ツール
スイート構成

COOP Systems

5 Shadow-Planner ○ BS25999に準拠した英国
製ツール
スイート構成

ICM

6 eBRP × ITの可視化に注力したカナ
ダ製ツール
スイート構成

eBRP

7 AGADIS ○ 事前に登録したシナリオに
基づき危機対応を行うツー
ル

NTTデータ

8 WebEOC ○ ICS（Incident Command 
System）に基づく危機対応
用ツール
標準機能のままでの利用は
少ない

NTTラーニングシス
テム

表-2 BC関連ツールとフェーズ
項番 ツール フェーズ
① BCP策定ツール 平時（BCP策定時）

平時（BCM運用時）
② 緊急時対応支援ツール 非常時
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ンテナンス担当者や承認者を管理するだけでな
く、版数管理により、最新版と旧版を個別に管理
しているツールも多数ある。これらの機能により、
BCM運用における文書管理やメンテナンスの負
荷軽減が期待できる。従来の紙での運用に比べる
と、オンライン参照により、現場でBCPの利用者
は常に最新版を参照することができるため、いざ
という時に最新のBCPで対応が可能である。また、
BC事務局にとっては、旧版の回収や配布先の管理
の必要がなくなり、省力化につながる大きなメリッ
トがある。これらの機能により、BCM運用時の課
題も解決できる。
さらに、BCP策定ツールのメリットは、BC関
連の情報を全てツールが管理しているため、監査
が行い易い点である。BS25999等の第三者認証
を受審する際に、ツールの情報を開示することで、
大部分の履歴を含めた情報が参照できることは、
審査する側と受審する側の双方にとってのメリッ
トであると言える。
② 緊急時対応支援ツール
非常時に、一般的に輻

ふくそう

輳しがちな情報収集や現
場との意思疎通がスムーズに行えることが、この
ツールを利用することのメリットである。この結
果、起こりがちな混乱状態の発生を抑えることが
でき、冷静な対応が行えることで、適切な復旧対
応が行えるようになる。特に金融業など、非常に
短い時間での業務復旧が求められる企業にとって
は、対応の効率が増すことは、大きな魅力となる
と思う。
更に、これらのツールは非常時だけでなく平常
時にも利用価値がある。それは訓練に用いること
である。シナリオ（BCP）を事前に登録すること
で、事象が順番に起こるシミュレーションに対し、
模擬的に対応していくことができる。また、過去
の履歴を再現して見せることができるものもあり、
訓練を実施する際の補助になる。このように、平
常時にもツールを活用することができるため、ツー
ルの有効性は更に高まる。
また、訓練や過去の非常時の対応を履歴管理す
ることができ、これを用いて対応結果の振り返り
（分析や反省）が行えるようになっている。以前の
データと比較してパフォーマンスが向上したかど
うかを評価することも客観的に行える。

今後、危機対応能力を育成する訓練の重要性が
より一層認識されるにつれ、こういうシミュレー
ション的な利用のためのツールという認識の方が
一般的となっていくものと思われる。

ツール利用の留意点

ここまでツールの利点について述べてきたが、
次に留意点について考える。
最初に思いつくものは、費用であろう。先述の
ツール群は、どれも導入するのに、ほぼ数百万円か
ら数千万円の金額が必要となる。導入の際には、ツー
ル導入による省力化の期待効果や緊急時対応の効率
アップなどの効果を、必要な導入費用と対比した費
用対効果を十分検討することが必要である。
次に留意しておかなければいけないのは、ツー
ルはデータの管理や算出の仕組みなど、ある面で
ブラックボックス化していることである。例えば、
事業を復旧させるために要する目標時間（RTO）を
算出する際、現場の人に幾つかのアンケート（質問）
に答えてもらうことで、自動的に算出することが
できる。このように、現場ではRTO算出はブラッ
クボックスとなっており、どうしてRTOが現在の
ものになったのかが理解されない場合がある。算
出ロジックの裏付けを理解しているのはBC事務局
だけで、経営層をはじめ、現場は知らなくても運
用可能である。そもそもツールの自動処理は、利
用者の利便性のための機能ではあるが、それに頼
りきってしまい、本来の意味を利用者が忘れてし
まう（そもそも知らない場合も含む）ことが起きて
しまう恐れがある。先程のRTO算出の例で言えば、
少なくとも経営層は、決定されたRTOを最終的に
コミットする立場にあるためRTO算出の根拠を理
解している必要がある。そのため、BC事務局は、
経営層や現場に対し、仕組みや根拠などの説明を
する責任がある。

ツールの利用形態とそのトレンド

次に、ツールの利用形態について、利用者とし
てどういう形態が理想的なのかを述べる。
現在、日本のツールでは買い取り式で、サーバ
を自社内に設置してイントラネット経由でアクセ
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スする方法が多い。しかし、本来は災害時に自社
が被災しても利用できることを期待して外部の
サーバを利用している状態（ASP）が望ましいと言
える。実際、海外では、ASP型の利用が多くなっ
てきている。そのためか、料金設定も利用料金＋
保守（サポート）費用という体系が標準的であり、
複数年一括契約が一般的である。
しかし、ASPの場合には、データがベンダに漏
洩する危険性があり、セキュリティに敏感な企業
（特に大企業）では、あまり歓迎されない。そのた
めか、あるツールでは、ユーザサポートですら顧
客の情報を許可なく参照できなくしているものが
ある。
ツールの利用形態で意識しておくべきことは、
被災時の共倒れリスクとセキュリティ面の情報漏
洩リスクのトレードオフである。この観点から、
先のツールの種類でいう ①BCP策定ツールは非常
時の利用を気にする必要がない（スイート内で情
報連携しているものは除く）ため、買い取りで自
社設置のサーバでも良く、②緊急時対応支援ツー
ルはASPで外部に設置したサーバにアクセスする
ような形態での利用が有効であると言える。勿論、
ASPベンダとはNDAを締結しておく必要がある
し、非常時のアクセスを保証する旨のSLAを締結
しておくことも必要である。
また、近年話題のクラウド（SaaS）は、まだこ
のBCの分野には適用されていないが、ASPとクラ
ウド（SaaS）の垣根は高くないため、時間の問題
と考えられる。ただ、クラウド（SaaS）にはASP
よりなおブラックボックス化している部分が多く、
一般的には、マルチテナントという特性もあるた
め、ベンダとの間で締結しておくべき事項（主にセ
キュリティ面の合意）が多くなる。今後は、セキュ
リティ面を保証したクラウドサービスが出現し、
現在のASPはクラウド（SaaS）に移行していくと
思われる。

今後の課題

利用者の課題とは、如何にBCM運用を定着させ、
必要な時（非常時）に如何に適切に活用できるかで
ある。要するに、どこまで使いこなせるかという
ことであり、導入の際にどこまでしっかりとツー
ルとしての運用設計を行っているか、如何に訓練
で活用して習熟しているかということである。こ
れには、多くの企業での実践を積み、活用事例を
分析し、ベストプラティスとしての知見を備えた
コンサルタントを活用することも一つの選択肢で
ある。先述の様々なトレードオフにどう対処する
のが最も適切であるかも含め、コンサルタントを
うまく活用して最適なツール運用へのヒントを得
ることが成功へのカギであり、ツールを熟知した
BCMコンサルタントを活用することは導入に際し
て有効である。

む　　す　　び

今後、BCM運用が定着するにつれ、運用に伴う
課題が注目され、その解決策としてのツール利用
が増えることが予想される。また、選択肢として
のツールそのものの種類も増え、導入事例も蓄積
されていくと思われる。企業は、自社のBCP策定
やBCM運用時の課題をどういう手段で解決するの
か、ツール利用上のメリットとデメリットを理解
した上で、選定してほしい。
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