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富士通総研（FRI）は、2010年4月に『BCM訓練センター』を開設した。このセン
ターは、災害発生時の緊急対応や事業継続対応だけでなく、危機広報やリスク管理
全般にいたるまでの、人と組織の育成強化を目的とした、国内初の専門センターで
ある。
企業において、組織の危機対応能力向上のためには、いかなる事態においても、
臨機応変な対応ができるスキルをもつ人材の育成が急務である。トップマネジメン
ト自らが人材育成方針を決定し、その有効性と効果を評価することで、組織を危機
対応能力のあるものに発展していくことができるのである。
本稿では、組織の中に事業継続マネジメント（BCM）を段階的に定着化させていき、
組織の危機対応能力を高めていくための方法を、具体的な訓練手法を交えて紹介 
する。
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ま　え　が　き

不測の事態発生時においても重要な事業を継続
するためには、必要な事前対策を実施し、あらか
じめ行動計画を策定することはもとより、臨機応
変な対応能力（スキル）を、個人及び組織として獲
得しておくことが重要となる。
本稿では、組織の中に事業継続マネジメント

（BCM）を段階的に定着化させ、同時に対応能力を
向上させていくための方法を、具体的な訓練手法
を交えて紹介する。

企業における事業継続への取り組みの現状

●	 新型インフルエンザ対応からの教訓
企業を経営する上での脅威として、地震等の自
然災害とともに、新型インフルエンザウイルス発
生の脅威が世界中で叫ばれていた中、2009年4月
末には、それが現実のものとなった。メキシコに
おいて新型インフルエンザA（H1N1）が発生し、
日本国内でも感染者が多数発生し、企業はその対
応に追われた。しかしながら企業の多くは、鳥由
来の新型強毒性インフルエンザウイルスを想定し
た事業継続計画（BCP）を立てていたため、策定済
の行動計画もそのまま使用できず、対策を取捨選
択しながら、その都度判断していくことになった。
この新型インフルエンザ対応で企業が得た教訓
は、『①柔軟なBCPの必要性』、『②危機対応能力の
向上』の大きく2点である。『危機対応能力』とは、
あらゆる事態に柔軟に対応できる組織的な能力を
意味する。
●	 企業の事業継続への取り組み状況
一方、2010年3月に内閣府から公表された、『企
業の事業継続および防災の取り組みに関する実
態調査』によると、BCPの策定率（策定予定を含
む）は、2年前と比べると増加傾向にある。今後、
BCP策定フェーズから運用フェーズにシフトして
いく企業が増えることが想定される。BCP策定後
は、継続的にそれを改善し維持管理することが重
要である。特に、教育・訓練は、BCPの行動基準
及び手順を評価・改善するために必須となってく
る。しかしながら、同調査では、教育・訓練の実
施状況は、『避難訓練』、『計画・マニュアルなどの

周知徹底』については過半数以上が行われている一
方で、『机上訓練』、『防災・事業継続の要員育成』
などへの取り組みが進んでいない現状がうきぼり
になっている。
この様に多くの企業が、危機管理能力向上の重
要性を認識し、危機管理能力の向上のためには、
演習や専門スキルの向上を目的とした訓練を繰り
返し行うことが重要と把握していながらも、組織
的な取り組みとして定着していないのが現状で
ある。

BCM を起点とした危機対応能力向上

●	 BCMを支える3つの柱
不測の事態発生時において重要な事業を継続す
るためには、必要な事前対策を実施し、あらかじ
め行動計画を策定することはもちろんのこと、実
際に危機が発生した時の臨機応変な対応能力（スキ
ル）を、組織が獲得していなければ、事前対策も行
動計画も役立たない。

FRIでは、企業の事業継続性を高めるためには、
以下の3つの要素をバランスよく獲得することが重
要と考えている。（図-1）
①技術：耐震性補強やハード対策等の事前対策
②ルール：危機管理体制、行動基準・手順等の行
動計画

③スキル：人や組織に備わる対応能力
危機における組織の対応能力とは、リーダーシッ
プ、インテリジェンス（情報収集・分析能力）、組
織構成員の理解、予知感知力などにより構成され
るが、いずれも能力獲得や強化を図るためには、

図-1 BCMを支える3つの柱
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適切に計画された人材開発プログラムとしての訓
練が必要である。

BCM 訓練センターの設立

FRIは、2010年4月に、『BCM訓練センター』
を設立した。このBCM訓練センターは、災害発生
時の緊急対応や事業継続対応だけでなく、危機広
報やリスク管理全般にいたるまでの、人と組織の
育成強化を目的とした、国内初の専門センターで 
ある。

BCM訓練センターは以下の特長をもち、企業の
BCM推進における課題の解決をご支援する。
●	 多種多様な業種・業界に対応したナレッジの
蓄積

BCM訓練の成果は、想定するシナリオ（状況）
のできによって左右されるといっても過言ではな
い。現実に起こりえる様々な要素を含んだシナリ
オを提供し、参加者に、より被災状況をイメージ
して臨機応変な対応を体得してもらうことが、大
きな成果となる。当センターは、自治体や、様々

な業種・規模の企業を対象としたBCP策定と訓練
支援実績により、300種類を超えるシナリオを蓄積
している。シナリオは、ナレッジとして構造的に
蓄積されていくため、企業の環境や業務特性等に
合わせて、様々なバリエーションのシナリオを組
み立てることができる。
●	 BC業界最高水準の講師陣による教育・訓練
当センターのインストラクターは、富士通グルー
プ内での社内実践と社外の企業のBCP策定コンサ
ルティング、BCM運用支援の豊富な実績をもつプ
ロフェッショナルである。全員がDRII認定事業継
続プロフェッショナル資格、及び、NPO法人事業
継続推進機構の専門資格を保有しており、これは、
事業継続分野における標準的な考え方も正しく習
得していることを裏付けている。
●	 国内外専門機関と提携した先進的・高度な訓
練手法
当センターは、国内外の専門機関とのアライア
ンスによる最新の訓練手法を取り入れ、高度な訓
練プログラムメニューを用意している。（図-2）

図-2 BCM訓練センターが提供する訓練メニュー
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BCM 訓練センター活用事例

ここでは、BCMの成熟度に応じ、当訓練センター
が提供する訓練の活用方法とその効果について紹
介する。
●	 BCP策定前にBCMの必要性の気づきを得る
①災害模擬訓練
新たにBCPを策定するケースでは、気づき・啓
発を目的とした『災害模擬訓練』が効果的である。
参加者には、事前にシナリオを公開せず、災害発
生から数時間の状況をシナリオとして次々に付与
し、その場で判断・行動し、最後に自己評価を求
める訓練である。発災から1時間、あるいは翌日
まで、といった時間軸でおきる様々な出来事を疑
似体験することにより、参加者は、発災時とその
後の対処の計画性が重要であることを体感できる。
対象は、経営層、幹部社員、従業員までの全層で
あるが、特にBCMにこれから取り組むメンバーの
モチベーション向上に効果的である。（図-3）
②経営層を巻き込んだ訓練でBCMへの取り組み 
加速
BCMへの取り組みを加速するためには、リソー
スの配分が必要不可欠であり、これには経営層の
理解が必要である。A社様では、危機管理部門の
担当者は、新型インフルエンザ（強毒製）に対応し
たBCP策定の必要性を強く認識していた。しか
し、2009年4月に発生したインフルエンザA（H1/
N1）が、企業活動へ大きな影響を与えることなく
沈静化したため、対策の必要性が認識されず、経
営層を巻き込んだ全社的な取り組みには至ってい

なかった。そこで、災害模擬訓練のひとつである
『新型インフルエンザ対応模擬訓練』を実施し、強
毒性の新型インフルエンザ発生時の対応が可能か
を、経営層も参加の上実施した。訓練では、参加
者は対策本部員として参加し、新型インフルエン
ザの感染拡大時の社内外の状況へ判断・行動した。
A社様を取り巻く環境の被害想定をシナリオに加
えることで、感染拡大時の企業活動への影響がよ
り具体的に体感でき、あらかじめ対応方針や体制
を決定しておくことの重要性を課題共有すること
ができた。そして、経営層の理解のもと、新型イ
ンフルエンザ対応BCP策定プロジェクトが開始さ 
れた。
③訓練を起点としたBCPの策定

BCP策定前に、こうした災害模擬訓練を実施す
ることのメリットは他にもある。訓練の実施は、
その企業の現状の組織的な対応能力を見える化す
る。この見える化により、企業の事業継続性の問
題点が顕著となり、結果としてBCPを短期間で効
率的に策定するのに役立つのである。
●	 BCP策定後に手順確認を行い、習熟度を高	
める

①BCP検証ワークショップ
策定したBCPが緊急時に手順通りに活用できる
かというのは、どの企業の担当者も心配に思うこ
とである。こうしたケースでは、『BCP検証ワー
クショップ』が効果的である。『BCP検証ワーク
ショップ』は、BCPに記された組織体制の構成員
を訓練の対象とし、災害時の役割や情報連携手段
等を確認の上、問題点を抽出、改善策を検討する
訓練である。先に述べた災害模擬訓練同様、被災
シナリオを付与し、BCPにそって対応を読み合わ
せする。これにより、全体の流れ、担当者の役割、
詳細手順を認識、浮上した問題点を洗い出し手順
書を改善することができる。
②新型インフルエンザ欠勤シミュレーション
当センターは、常に新しい訓練技法を開発し、
富士通グループ内での実践を経て、お客様に提供
している。ここでは、昨年新しくメニューに追加
した『新型インフルエンザ対応欠勤シミュレーショ
ン訓練』による、危機対応能力向上について紹介 
する。
この訓練は、組織の幹部社員・リーダークラス図-3 訓練で対応を検討している様子
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を対象としている。新型インフルエンザの発生で
ダメージを受けるもっとも重要なリソースは、要
員である。感染拡大にともない部下が欠勤してい
く様子を机上でシミュレーションし、業務の縮退
や、要員の再配置計画などの判断力を養うことを
目的としている。予め用意した要員リストから、
実名の記載された要員カードを作成し、訓練セン
ターで開発した欠勤シミュレーションツールに感
染率を埋め込み、要員がランダムに欠勤する様子
を演出する。本ツールを利用することで、毎回異

なる欠勤シナリオで、訓練を実施することができ
る。異なるシナリオで訓練を重ねることで、想定
外の状況にも臨機応変に対応できる危機対応能力
が確実に養われていく。（図-4）

 

成熟度評価モデルを活用した人材開発

●	 BCMを継続的な活動とするための工夫
企業が危機対応能力を高めていくためには、先
に述べた3つの要素が獲得できているかを把握し、
不足している部分をどのように補完していくかを
計画することが重要である。あわせて、組織のモ
チベーションを維持するためには、自社の現状の
対応能力を常に把握でき、継続的に成長できてい
ることを確認できる仕組みが不可欠となる。
●	 成熟度評価モデルの活用
これまでは、組織の対応能力を評価するための
モデルがなかったため、成長を定量的に測定でき
なかったが、BCM訓練センターでは、様々な企業
への豊富な支援実績により、『成熟度評価モデル』
を独自に開発し見える化を可能とした。この『成熟
度評価モデル』は、先の3つの要素を基にした評価
項目と、それぞれの項目の達成度をあらわすレベ図-4 要員再配置計画を立案中の様子
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図-5 3ヵ年 全社訓練計画 （大手製造業をモデルにした例）
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ルで構成される。
企業は、このモデルを利用して組織の成熟度を
定期的に測定し、現状の改善必要項目を明確にし、
以降の対応を戦略的に計画することが容易となる。
●	 中長期訓練計画の立案
先に述べた3つの要素の中でも、特に組織要員の

「対応能力」は、それを強化することにより、組織
全体としての危機対応能力を短期間で向上するこ
とが可能である。この対応能力を向上するために
は、様々な状況を想定した訓練を繰り返し実施す
ることが必要である。繰り返し訓練を実施するこ
とにより、今後獲得すべき対応能力が特定される
ことで、次に実施する訓練による達成目標が明確
になり、目標にあわせた訓練設計が容易となる。
訓練には、啓発を目的とする研修や、機能を確
認するためのテスト、災害時を想定して模擬訓練
や、代替先の拠点に駆けつける総合訓練まで数多
くある。組織の目標や成熟度にあわせて、最適な
訓練を実施できるように、長期的な計画が必要で
ある。（図-5）

む　　す　　び

国内においてBCP策定済の企業の割合が増える
中、今後は、いかに現場の作業負荷を省力化しな
がら組織にBCMを浸透させるかが課題になって
くる。そのハードルは非常に高いのが実情である。
また、すでにBCMに取り組んでいる企業にとっ
ても、対策に漏れがないかや、行動手順に不備が
ないかなどを、第三者の視点から把握することは
難しい。こうした問題を解決するため、FRIでは
「BCM訓練センター」を立ち上げた。当センター
は、富士通グループをはじめとする、様々な業種
のBCP策定に携わってきたプロフェッショナルで
構成されており、企業にとってのベストプラクティ
スを提供する。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し、企業の危機対応能
力の向上にさらに貢献する。
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