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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

2011年3月11日に発生した東日本大震災において、住民記録システム等の自治体システムは、激し
い揺れや津波により甚大な被害を受けた。その影響から、被災地では情報の喪失やコミュニケーショ
ン手段の途絶が発生し、発災後に爆発的に増大した被災住民への対応に大きな支障をきたした。一方、
総務省は、各自治体のICT-BCP策定率を上げるため2012年度に「地方公共団体におけるICT部門の業務
継続計画策定に関するガイドライン」の見直しを行い、東日本大震災での教訓による初動対応にフォー
カスしたガイドラインが新たに提供された。
本稿では、こうした自治体を取り巻く環境を踏まえ、各自治体が短期間で効率よくICT-BCPを策定す
るための手法について述べる。本手法は、当社が長年蓄積してきたノウハウをベースとしており投資
効果の高い対策の抽出や策定後の継続的改善活動を効率化させ、自治体のICTに係る事業継続能力の一
助となるものである。
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災害に強い自治体を支える 
ICT-BCPへの取組み
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ま　え　が　き

2011年3月11日に発生した東日本大震災におい
て、住民記録システムをはじめとする自治体システ
ムは、激しい揺れや津波により甚大な被害を受け
た。その影響から、各自治体では、重要データの喪
失やコミュニケーション手段、情報入手手段の途絶
が発生し、発災後に爆発的に増大した被災住民への
対応に大きな支障をきたした。特に、発災直後から
概ね72時間の初動期におけるICTの利用停止が業務
再開の遅れを招き、ひいては復興のスピードを遅ら
せた。
総務省の調査によると「ICT部門の業務継続計画

（以下、「ICT-BCP」という。）」の策定率は市区町村に
おいて8.4%にとどまっているのが現状である。未
策定の理由としては、「必要性は認めるが、ICT部門
などの要員不足」という回答が最も多い。また、策
定を推進させる有効手段として「ICT-BCPサンプル
の提供」や「地域防災計画とICT-BCPの関係性の明確
化」といった「ICT-BCP策定に係るノウハウが不足し
ている」という課題も浮き彫りとなっている。
こうした状況を踏まえ、総務省は、BCP策定率を
上げるため「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」の見直し
を2012年度に行った。
見直しの柱のひとつとして、初動対応にフォー
カスした「ICT-BCP初動版サンプル（以下、「初動版
サンプル」という。）」や「ICT-BCP初動版導入ガイド
（以下、「初動版ガイド」という。）」が提供された。
2008年度版の同ガイドラインは、3部構成20ステッ
プの総合的かつ大型のガイドラインであり、要員の
少ない中小規模の自治体にとっては策定の負荷が
極めて大きいものであったためである。
このような背景により、東日本大震災以降、各自
治体においては、ICT-BCPの策定や見直しが急務と
なっている。
一方で、当社のこれまでのICT-BCMコンサルティ
ングサービスは、主に大企業や政令指定都市をター
ゲットに、半年から1年程度の期間をかけた分析を
前提とする「個別対応型」のコンサルティングサー
ビスが中心であった。そのため中小自治体向けに初
動版ガイドに準拠し、より効率的に策定可能な新た
なコンサルティングサービスの提供とそのための

手法開発が必要となった。
本稿では、こうした中小自治体を取り巻く環境を
踏まえたうえで、各自治体が災害に強いICT環境を
実現するにあたり短期間で効率よくICT-BCPを策定
するための手法について紹介する。

ICT-BCP策定手法の概要と課題

■ICT-BCP策定手法の概要
ICT-BCP策定プロセスは、主に「戦略策定フェーズ」
と「対策実施・運用フェーズ」に大別され、それぞ
れサブプロセスによって構成されている（図-1）。
（1）戦略策定フェーズ
戦略策定フェーズでは、現状調査にもとづいて設
定した復旧目標と現状の対策状況を踏まえ、ICT運
用の継続性強化の観点から必要な対策を検討する。
（2）対策実施・運用フェーズ
対策実施・運用フェーズでは、今後継続的にICT
運用の継続性を維持するためのマネジメント計画
を策定するとともに、災害時の行動計画、戦略策定
フェーズで検討した方針にもとづく要件定義や対
策の実施、教育訓練などの活動を行う。

■自治体向けICT-BCP策定手法の開発に向けた課題
当社では、これまで数多くのICT-BCPコンサルティ
ングを実践していく中で培ったノウハウから、図-1
に示すような汎用的に活用できる全体フレームを
保有している。
また、各フェーズの要素成果物のフォーマット
はすべて標準化され効率的にICT-BCP策定を進める
ことができる。こうした全体フレームや標準フォー
マットを活用し、数多くの情報システムを抱えた複

IT-BCPの全体像
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図-1　ICT-BCPの全体像
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雑なICT環境を現状ヒアリング等により紐解きなが
らICT-BCP策定を進めていた。
そのため、各コンサルタントは、いくつものプロ
ジェクトを実践していく中で経験値とともに対策
や業種ノウハウを獲得し、無形のまま経験則として
個人の中に蓄積しているのが現状であった。
また、ICT-BCP策定にあたっては、顧客のICT環境
にもよるが、概ね半年から1年程度の期間が必要と
なり、その間、顧客側にもプロジェクト体制を維持
してもらいながらプロジェクトを進めざるを得な
い状況であった。
そうした場合、人員の少ない中小自治体において
は、ICT-BCPを推進する担当者の長期間の専任化は
現実的に難しく、短期間で集中的に策定できる中小
自治体向けICT-BCP策定手法の開発が望まれていた。

課題解決に向けたアプローチ

中小自治体向けのICT-BCP策定手法の開発にあ
たっては、これまでの大企業や政令指定都市向けの
コンサルティングにより獲得した豊富な対策事例
や業種ノウハウを、選択式の分析シートや初動版サ
ンプルに準じたテンプレートに落とし込むことに
よって体系化し（図-2）、「初動版ガイド」に準拠し
た実効性の高いICT-BCPを短期間で策定することを
目指した。

本章では、過去事例をもとに整備したノウハウの
一部について述べる。

■重要業務の選定とICT資源の洗い出し
ICT-BCP策定を進めていくにあたり、まず重要業
務の選定とその業務を支えるICT資源（システム機器
等）の洗い出しが必要となる。
これらについては、自治体における過去の策定事
例や、初動版サンプルをもとにテンプレート化を
行った（表-1）。本テンプレートは、当社が過去に
策定したICT-BCPをもとに、典型的な非常時優先業
務を一覧化したものである。
初動版サンプルにも事例は掲載されているが、あ
くまで一例として記載されているため、自組織の状

重要業務
（初動）の選定

ICTの業務継続に
必要な資源の
洗い出し

対象とするICT資源の
調査と被害を受ける
可能性の検討

対策の検討と
業務継続戦略の

決定

ノウハウ
整備

●初動版導入ガイドの策定手順

1．重要業務の選定と
　  必要なICT資源の
　  洗い出し

2．現状の脆弱性把握と
　  必要な対策の選定

重要業務選定
ノウハウ

目標対策レベル
設定ノウハウ

脆弱性把握と
対策抽出ノウハウ

対策の決定と
行動計画の
作成

3．行動計画
　  策定
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選定シート

目標対策
レベル設定
シート

脆弱性把握
と対策抽出
シート

行動計画策定
ノウハウ

行動計画
フレーム

教育訓練の
実施

4．訓練の
　  実施

ノウハウ
整備

ノウハウ
整備

ノウハウ
整備

訓練実施
ノウハウ

訓練
シナリオ

図-2　初動版ガイドとノウハウ整備状況の対応関係

表-1　非常時優先業務の選定

No.
非常時 
優先業務 重要度 業務概要 ICT資源例

目標復旧
時間

1
避難所の 
設定・運営 ･･･

指定された場所に避難所を
設定し、その運営を行う。
（名簿作成による避難住民の
把握含む）

被災者支援
システム
･･･用端末
･･･

･･･

2
職員の 
安否確認 ･･･ 各職員の安否を確認する。

安否確認 
システム
･･･

･･･

3
所管施設の
被害確認 ･･･ 所管施設の被害状況を確認

し、把握する。 ･････ ･･･

4
戸籍／ 
住記／ 
外国人登録

･･･
戸籍や住記関連および外国
人登録等の届出を受理し、
処理を行う。

住民記録 
システム
････
･･･用端末

･･･

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ････ ･･･
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座に把握可能となる。
（2）脆弱性把握と必要な対策の抽出
脆弱性の把握にあたっては、基準として前述の

「目標対策レベル」を利用し、現状の対策状況がど
のレベルまで達しているか（現状対策レベル）を明
確にする必要がある。
そこで、現状対策レベルを把握するため中小自
治体向けの調査票を開発した（図-3）。本シートは、
対策の観点ごとに質問が分かれており、すべて回答
することにより、全13項目の観点での現状対策レ
ベルを把握することができる（表-4）。
ここで、現状対策レベルが目標対策レベルに到達
していない場合、その部分が“脆弱性”となる。さ
らに、同時に目標対策レベルと現状対策レベルを比
較することにより、必要な対策を抽出することが可
能となる。
こうした現状調査から脆弱性評価、必要な対策抽

況を踏まえ再検討する必要がある。そのため、ガイ
ドに記載されている例に加え、当社が蓄積してきた
多くの事例をテンプレートに盛り込むことにより、
各自治体の特性に応じた非常時優先業務の選定や
ICT資源の洗い出しが可能となる。
本プロセスは、以降の分析の前提となるため、極
めて重要な位置付けとなる。

■現状の脆弱性把握と必要な対策の選定
現状の脆弱性把握と必要な対策の選定にあたっ

ては、「目標対策レベルの設定ノウハウ」および「脆
弱性把握と対策抽出ノウハウ」の二つの組み合わせ
により体系化した。
（1）目標対策レベルの設定
目標対策レベルは、システムの目標復旧時間に応
じた「あるべき姿」を定義することにより、脆弱性
の評価や必要な対策を抽出するための基準とする
ものである。
目標対策レベルの設定にあたっては、①脆弱性評
価と対策抽出の“観点”を設定した上で、②“観点”
ごとの目標復旧時間に応じた対策のレベル分けが
必要となる。
①脆弱性評価と対策抽出の“観点”の設定
各システムの脆弱性把握と対策抽出にあたって

は、抽出漏れをなくすことが重要となる。
例えば、「機器の二重化などの観点」「データバッ
クアップの観点」といったハード面の脆弱性が漏れ
ることは少ないが、「システム復旧手順の有無」や
「ITベンダとの連絡体制構築状況」などのソフト面
での脆弱性、「復旧訓練の実施状況」に代表される
スキル面での脆弱性などが欠落してしまうことが
多い。
そのため、“脆弱性評価と対策抽出のための観
点”はシステムを継続させるために必要な構成要素
を網羅的に洗い出し、13の観点を設定した（表-2）。
②脆弱性評価と対策抽出の観点ごとの目標復旧時
間に応じたレベル分け
前述した13の観点ごとに目指すべき目標復旧時
間に応じたレベル分けを行った「目標対策レベル設
定シート」を準備した（表-3）。
これにより、目標復旧時間に対して、必要な対策
レベルが明確となり、目標復旧時間をクリアするた
めには、どこまで対策を実施すれば必要十分かが即

表-2　脆弱性評価と対策抽出のための13の観点

No. 脆弱性評価と対策抽出の観点
1 平常におけるICT-BCP推進体制
･･･ 　　･････
･･･ 重要システム早期利用のための対策
･･･ 重要システムのデータ保全のための対策
･･･ 　　･････
12 重要システムの復旧手順書の作成
13 重要システムの復旧訓練の実施

表-3　目標対策レベル設定シート

観点 目標復旧
時間

目標対策
レベル 対策状況

①平常のICT-BCP 
　推進体制

－ レベル0 ICT-BCPの推進体制が構築されていない。

X日以上 レベル1 ICT-BCPの推進体制が構築されている。

X日 レベル2 レベル1に加え、XXX推進体制が構築さ
れている。X時間 レベル3

②業務継続観点で 
　のICT構成管理

－ レベル0
初動対応で利用する重要システムが明
確化されていない。

X日以上 レベル1 同上

XX日 レベル2
重要システムを利用するためにXXXXが
明確化されている。

X時間 レベル3 同上

･･･ ･･･ ･･･ ･･･

⑬復旧訓練の実施

－ レベル0
重要システムの復旧手順書の定期的な
読み合わせを行っていない。

X日以上 レベル1
重要システムの復旧手順書の定期的な
読み合わせを行っている。

XX日 レベル2
レベル1に加え、重要システムの実機で
の復旧訓練および、 
･･････を定期的に実施している。

X時間 レベル3
レベル2に加え、重要システムの実機で
の復旧訓練および、代替拠点･･･････

FRI-vol.6_09.indd   58 25/10/25   20:50:36



FRIコンサルティング最前線. Vol.6, （2014） 59

災害に強い自治体を支えるICT-BCPへの取組み

書構造とする必要がある。
こうした要件を満たすため、文書の利用シーン
や目的、更新頻度を考慮したフレームを作成した
（図-5）。
①各チームの行動の全体像を俯瞰できる「全体フ
ロー」
②チームごとのミッションに基づいた行動手順が
記載された「個別手順」
③緊急連絡先リストや被害確認用のチェックリス
ト、システム復旧時に利用する詳細手順などの更
新頻度の高い文書を取りまとめた「参照文書」
このように3階層に構造化することにより、実効

性とメンテナンス性の両方を兼ね備えた行動計画
のフレームを策定した。

■訓練の実施
ICT-BCPにおける訓練の狙いは、組織の構成員が
危機事象に対し迅速かつ的確に判断・行動する能力
を向上させることにある。効果的な訓練を企画する
にあたっては、訓練シナリオの設計が肝要である。
一例を挙げると「委託業者と連絡がつかない」「ユー
ザーからの問い合わせが殺到し、ほとんどの職員が
対応に追われている」「別ディスクに保存していた
バックアップデータが読み込めない」などの職員の
対応能力を試すためのイレギュラーなイベントを
訓練シナリオとして作り込む必要がある。
こうした訓練シナリオを整理・蓄積していくこ
とにより、組織の対応能力向上を見据えた効果的
な訓練シナリオを短期間に設計することが可能と
なった。

出までの一連の流れをパタン化したデータベース
を整備し、EXCELに判断ロジックを実装することに
より自動化を実現した（図-4）。

■行動計画の策定
災害時におけるICTの復旧にあたっては、システ
ム操作に係るコマンドレベルの手順が記載された
システム復旧手順書のほかに、災害時における「人
の動き」を設計した行動計画が必要となる。
災害時の行動計画は、迅速かつ効率的にICT復旧

を実現するため、どのような役割分担で、誰がどう
行動するのかを明確にする必要がある。また、行動
計画は、ICT-BCPの中で更新頻度の高い文書である
ため、維持管理を見据えたメンテナンス性の高い文

調査票
（図-3）

脆弱性評価
対策抽出結果
シート（表-4）

脆弱性評価・
対策抽出
ツール

脆弱性評価・
対策抽出パタン

蓄積された事例
やノウハウを
集約・パタン化

図-4　EXCELツールによる自動化イメージ

表-4　脆弱性評価・対策抽出結果シート
現状 
対策 
レベル

脆弱性評価結果
必要な対策

短期的 
対策

中長期的 
対策

1.平常時にお
けるICT-BCP
推進体制

･･･ ･････ ･････ ･････

･･････････ ･･･ ･････ ･････ ･････

3.被害時の重
要システムの
復旧方針

2

被害想定の検討が行われてお
り、復旧方針も検討がされて
いますが、現行庁舎が長期間
利用できなくなるような大規
模災害については、検討され
ておらず、復旧が長期化する
恐れがある。

・  復旧方針の
設定 －

4.重要システ
ム機器の早期
復旧のための
対策状況

0

現状では、既に販売が終了し
ているシステム機器を利用し
ており、被災時に同等品を再
手配できない状況です。被災
時に機器が破損した場合、復
旧困難な状況に陥る可能性が
あります。

・  ハードウェ
アの更新

・  データセン
ターへの移
設

5.重要システ
ムのデータ保
全のための対
策状況

0

また、システム領域のバック
アップが取得されておらず、
被災によりディスク等が破損
した場合、復旧困難な状況と
なりデータを喪失してしまう
可能性があります。

・  テープへの
データバッ
クアップと
遠隔地保管

－

･･････････ ･･･ ･････ ･････ ･････

図-3　現状対策レベル調査票
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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

マニュアル作りに労力を注ぐものではなく、急激な
環境変化に柔軟に適応することのできる組織を作
り上げていくためのマネジメント活動の一環とし
て位置付けられる。そのため、特に現場による自律
的な継続的改善活動の定着がICT-BCP策定後の課題
となる。そのためには、現場への動機付けや災害時
の対応能力の向上を目的とした訓練を積み重ねて
いくことが最も重要となる。
我が国には大地震や津波、原発事故など数多くの
リスクが取り巻いている。これらのリスクがひとた
び現実のものとなれば、硬直的な組織は急激な環境
変化の波にのみ込まれ、機能不全に陥りかねない危
険性を孕んでいる。各自治体は、ICT-BCP定着化を
通じて、環境変化に対し迅速かつ的確に対応できる
能力を高め、危機に瀕した状況においても住民の生
命や財産を守り抜くことが求められる。

参 考 文 献
（1）寺西孝裕：東日本大震災のIT被害から学ぶ －IT部門

に求められる真の危機対応能力とは－．FRIコンサル

ティング最前線．2013 Vol.05，p.19-26．

（2）災害に強い電子自治体に関する研究会．“災害に強い

電子自治体に関する研究会報告書”．総務省公開WEB

サイト．

（3）総務省：「災害発生時の業務継続及びICTの利活用等に

関する調査」結果報告書，総務省自治行政局地域情報

政策室 総務省公開WEBサイト．

本取組みの効果

■投資効果の高い対策の抽出
各自治体は、限られた予算の中で災害に強いICT
環境の実現を迫られている。今回開発した手法を活
用することにより、情報システムの脆弱性とそれを
解消するために必要十分な対策が明確となり、無駄
が少なく投資効果の高い災害対策を行うことが可
能となる。
また、当社がこれまで積み重ねてきた実践的なノ
ウハウにより、職員数の少ない中小規模の自治体で
あっても約1か月～ 2か月程度の短期間でかつ効率
的にガイドラインに準拠したICT-BCPの策定が可能
となる。

■継続的改善活動の促進
ICT-BCPを策定した多くの自治体が抱える問題の
ひとつに継続的改善活動の定着が挙げられる。本ア
プローチを通じて策定されたICT-BCPは、それぞれ
の要素成果物が体系化され、無駄のないフレーム
ワークで構成されており、メンテナンス性が向上す
る。さらに、脆弱性把握のためのフレームワークや
ツールを用いることにより、事業継続能力の定期的
なモニタリング活動を効率的に行うことができる。

む　　す　　び

言うまでもなくICT-BCP（BCM）は、緻密な文書や

ICT復旧の全体像を
俯瞰できる全体フロー

全体フロー 個別手順 参照文書

Private
Sub（）

・・・
・・・
・・・ > ls -a

>・・・
>・・・
>・・・

緊急連絡や被害状況
確認に必要な
チェックリスト類

チームのミッションに
基づいた行動を記載
した個別手順

システム復旧に
必要な詳細手順書類

図-5　行動計画の文書構造
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