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発刊に寄せて

宮城県では、企業のＢＣＰ（事業継続計画）、ＢＣＭ（事業継続マネジメント）
の取組みを促進するため、平成19年度に、ガイドラインとして「宮城県緊急
時企業存続計画作業手順（第１版）」を作成し、以降、同ガイドラインに基づ
く各種セミナーの開催やＢＣＰ策定希望企業への専門家派遣などの諸事
業を実施し、県内企業のＢＣＰ認知度、策定率ともに年々向上していたとこ
ろ、平成23年3月、それまで想定されていた宮城県沖地震を遙かに上回る
規模の東日本大震災を経験しました。

大震災前にＢＣＰを策定していた企業、未策定だった企業、大震災を機に
ＢＣＰを策定した企業など、大震災をめぐる企業のＢＣＰ環境は様々ですが、
程度の差こそあれ、大震災においてＢＣＰは有益だったという企業の意見は
多く、県として、今後とも、企業のＢＣＰ、ＢＣＭの取組みを促進していくべく、
今後に向けた第一歩として、上記ガイドラインの改訂を行うこととしました。

改訂にあたっては、今回の大震災における県内企業の貴重な経験・教
訓を内容に反映すべく、ＢＣＰのどのような点が有効だったのか、不足して
いたのかなど、ＢＣＰの詳細実態についてアンケート調査するとともに、より
正確に実態を把握するため、実際のＢＣＰの閲覧・借用やインタビュー調査
も行いました。

調査に御協力いただいた企業の皆様に厚く御礼申し上げます。
特に、自企業を越えた社会的利益という高次の見地から、自らのＢＣＰ文

書の貸与等を承諾下さった企業の皆様に対し、改めて感謝申し上げます。

この冊子は、同調査結果についてまとめたものであり、改訂したガイドライ
ンと合わせ、宮城県内の企業はもとより、南海トラフ地震や首都直下地震
等、今後同様の大震災の発生が予見されている地域の企業の皆様、ま
た、大震災に際し、御厚意、御支援をお寄せ下さった全国各地の企業の
皆様、ひいては我が国全体の将来的な被害の軽減、国土強靱化に資す
ることができれば幸いです。

平成２６年３月

宮城県 経済商工観光部 商工経営支援課長
冨田政則



はじめに

弊社は、今回、宮城県の平成25年度中小企業BCP策定支援事業（中
小企業ＢＣＰ策定支援ツール作成業務）に参加させていただきました。
同事業の主目的は、宮城県が平成19年度に策定した「宮城県緊急時企
業存続計画作業手順（第１版）」の改訂でしたが、改訂内容の検討のた
めの基礎調査として、宮城県内における東日本大震災の被災企業に対し
て、BCP（事業継続計画：Business Continuity Plan）やBCM（事業継
続管理：Business Continuity Management）の整備に関する実態調査
を実施いたしました。

本冊子は、この調査結果が、全国の企業のBCP・BCMの構築や見直
しにとって大変参考になると思われたことから、宮城県の了解・協力を得
て、整理したものです。

本冊子では、実際にBCPを整備している「被災企業」にターゲットを
絞って実施した３通りの調査（①アンケート調査、②BCP記載項目調査、
③インタビュー調査）結果を、代表的なBCP・BCMガイドラインである中
小企業庁「中小企業BCP策定運用指針（中級編）」の定めるBCM整備
項目に沿ってその実態を分析しています。

このような他にはない調査方法・分析手法により、「どのような整備項
目を重視して、どのレベルで、どのような方法で整備しているのか」等、被
災企業のBCP・BCMに関するノウハウを数多く整理することができまし
たので、是非ともご活用いただきたく存じます。

最後に、貴社におけるBCP・BCMのさらなる充実を祈念しております。

株式会社インターリスク総研
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本冊子の構成
序  章

２  調査の実施概要

本冊子で実施した３つの調査の実施概要は以下のとおり。
（以下に示す各分布の百分率（％）の合計は端数処理の関係で100％
にはならない場合がある。）

1アンケート調査

①調査概要

■調査方法 質問紙郵送法
■調査対象企業 宮城県に事業所が所在するＢＣＰ策定済の
 企業163社
■回答数 84社
■回答率 51.5%
■調査期間 2013年11月〜12月

②調査項目

■中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針（中級編）」に整
理されているBCM整備項目（一部インターリスク総研にて
項目追加）への対応状況

③回答企業属性

■企業形態分布（全84社）

１  本冊子の構成

個人
法人（非上場）
法人（上場）

0.0%
71.4%
28.6%

0社
60社
24社

0% 10% 20% 30%

1,000万円未満

1,000〜4,999万円

5,000〜9,999万円

10,000〜49,999万円

50,000〜99,999万円

100,000〜499,999万円

500,000〜999,999万円

1,000,000〜4,999,999万円

5,000,000〜9,999,999万円

10,000,000万円以上

無回答

1.2%（1社）

22.6%（19社）

10.7%（9社）

13.1%（11社）

2.4%（2社）

9.5%（8社）

8.3%（7社）

19.0%（16社）

3.6%（3社）

7.1%（6社）

2.4%（2社）

■資本金分布（全84社）

0% 10% 20% 40%

100人未満

100〜299人

300人〜499人

500〜699人

700〜999人

1,000〜2,999人

3,000〜4,999人

5,000〜6,999人

7,000〜9,999人

10,000人以上

■従業員数分布（全84社）

33.3%

14.3%（12社）

4.8%（4社）

4.8%（4社）

8.3%（7社）

16.7%（14社）

3.6%（3社）

9.5%（8社）

1.2%（1社）

3.6%（3社）

30%

（28社）

■企業規模分布（全84社）

大企業
中小企業※

48.8%
51.2%

41社
43社

※本冊子による中小企業の定義は中小企業基本法第2条にもと
づく。以下、同様。

＜業種＞ ＜従業員規模＞   ＜資本金規模＞

製造業・その他の業種 300人以下 又は 3億円以下

卸売業 100人以下 又は 1億円以下

小売業 50人以下 又は 5,000万円以下

サービス業 100人以下 又は 5,000万円以下

第１章

後述２．の３つの調査結果（アンケート調査、BCP記載
項目調査、インタビュー調査）を踏まえ、被災企業にお
けるBCP・BCMの実態を中小企業庁「中小企業BCP
策定運用指針（中級編）」の定めるBCM整備項目に
沿って整理

第2章
インタビュー調査に焦点を当てて、被災時の対応状況、
BCMの取組状況、震災から見えた課題と対応、これから
BCMに取り組む企業へのメッセージ等の観点から整理

第3章 アンケート調査、BCP記載項目調査の分析記録を参
考資料として整理

本冊子の構成は以下のとおり。
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0% 10% 30%

農林水産業

建設業

食料品製造業

繊維製品製造業

医薬品製造業

石油・石炭製品製造業・窯業

鉄鋼・非鉄金属業

金属製品製造業

機械・電機製品製造業

輸送用機器製造業

精密機器製造業

その他製造業

倉庫・運輸業

卸売業

商社

銀行業

生保・損保

その他金融業

レジャー

その他サービス業

■業種分布（全84社）

■本社所在地分布（全84社）

東北以外
東北

51.2%
48.8%

43社
41社

■資本金分布（全30社）

0% 10% 20% 40%

100人未満

100〜299人

300人〜499人

500〜699人

700〜999人

1,000〜2,999人

3,000〜4,999人

5,000〜6,999人

7,000〜9,999人

10,000人以上

30%

20%

1.2%（1社）

21.4%（18社）

2.4%（2社）

1.2%（1社）

2.4%（2社）

1.2%（1社）

3.6%（3社）

6.0%（5社）

8.3%（7社）

2.4%（2社）

4.8%（4社）

6.0%（5社）

3.6%（3社）

4.8%（4社）

2.4%（2社）

3.6%（3社）

2.4%（2社）

4.8%（4社）

1.2%（1社）

16.7%（14社）

■回答者の所属分布（全84社）

0% 10% 20% 60%

製造／工場部門

建築・設備管理部門

営業・販売部門

人事／労務部門

経理・財務部門

総務・庶務部門

経営企画・社長室部門

事業継続にかかる専門部門

その他

無回答

30% 40% 50%

9.5%（8社）

2.4%（2社）

1.2%（1社）

2.4%（2社）

9.5%（8社）

51.2%

8.3%（7社）

6.0%（5社）

8.3%（7社）

1.2%（1社）

（43社）

0% 20% 40% 80%

代表者

役員（代表者以外）

従業員

無回答

■回答者の役職分布（全84社）
60%10% 30% 50% 70%

77.4%（65社）

4.8%（4社）

16.7%（14社）

1.2%（1社）

2ＢＣＰ記載項目調査

①調査概要

■調査方法 ＢＣＰ関連文書等の貸与を受け内容確認
■調査対象企業 宮城県に事業所が所在するＢＣＰ策定済の
 企業163社
■回答数 30社
■回答率 18.4%
■調査期間 2013年11月〜12月

②調査項目

■中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針（中級編）」に整理
されているBCM整備項目に関する具体的なBCP整備状況

■その他、BCP構成上の特徴

③回答企業属性

■企業形態（全30社）

個人
法人（非上場）
法人（上場）

0.0%
66.7%
33.3%

0社
20社
10社

0% 10% 20% 30%

1,000万円未満

1,000〜4,999万円

5,000〜9,999万円

10,000〜49,999万円

50,000〜99,999万円

100,000〜499,999万円

500,000〜999,999万円

1,000,000〜4,999,999万円

5,000,000〜9,999,999万円

10,000,000万円以上

0.0%（0社）

16.7%（5社）

3.3%（1社）

13.3%（4社）

6.7%（2社）

13.3%（4社）

13.3%（4社）

23.3%（7社）

3.3%（1社）

6.7%（2社）

■従業員数分布（全30社）

16.7%（5社）

6.7%（2社）

13.3%（4社）

0.0%（0社）

16.7%（5社）

3.3%（1社）

3.3%（1社）

3.3%（1社）

3.3%（1社）

33.3%
（10社）
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■本社所在地分布（全30社）

東北以外
東北

63.3%
36.7%

19社
11社

0% 10% 30%

建設業

繊維製品製造業

鉄鋼・非鉄金属業

金属製品製造業

機械・電機製品製造業

輸送用機器製造業

その他製造業

倉庫・運輸業

卸売業

銀行業

その他金融業

その他サービス業

■企業規模分布（全30社）

大企業
中小企業

70.0%
30.0%

21社
9社

20%

■業種分布（全30社）

40%

30.0%（9社）

3.3%（1社）

6.7%（2社）

3.3%（1社）

13.3%（4社）

3.3%（1社）

3.3%（1社）

3.3%（1社）

6.7%（2社）

6.7%（2社）

6.7%（2社）

13.3%（4社）

3インタビュー調査

①調査概要

■調査方法 インタビュー
■調査対象企業 前頁2の調査結果やマスコミ報道等から、
 BCMに特徴が確認できた企業等13社
■調査期間 2014年1月〜2月

②調査項目

■BCMの取組状況
■震災から見えた課題と対応
■これからBCMに取り組む企業へのメッセージ　　等

③回答企業属性

■企業形態（全13社）

個人
法人（非上場）
法人（上場）

0.0%
69.2%
30.8%

0社
9社
4社

0% 10% 20% 30%

1,000万円未満

1,000〜4,999万円

5,000〜9,999万円

10,000〜49,999万円

50,000〜99,999万円

100,000〜499,999万円

500,000〜999,999万円

1,000,000〜4,999,999万円

5,000,000〜9,999,999万円

10,000,000万円以上

無回答

■資本金分布（全13社）

0% 10% 20% 30%

100人未満

100〜299人

300人〜499人

500〜699人

700〜999人

1,000〜2,999人

3,000〜4,999人

5,000〜6,999人

7,000〜9,999人

10,000人以上

■従業員数分布（全13社）

23.1%（3社）

15.4%（2社）

7.7%（1社）

0.0%（0社）

7.7%（1社）

23.1%（3社）

7.7%（1社）

7.7%（1社）

7.7%（1社）

0.0%（0社）

■企業規模分布（全13社）

大企業
中小企業

53.8%
46.2%

7社
6社

■本社所在地分布（全13社）

東北以外
東北

53.8%
46.2%

7社
6社

0% 10% 20% 30%

建設業

食料品製造業

鉄鋼・非鉄金属業

機械・電機製品製造業

輸送用機器製造業

その他製造業

卸売業

銀行業

その他サービス業

23.1%（3社）

15.4%（2社）

7.7%（1社）

7.7%（1社）

7.7%（1社）

7.7%（1社）

15.4%（2社）

7.7%（1社）

7.7%（1社）

■業種分布（全13社）

40%

0.0%（0社）

30.8%（4社）

0.0%（0社）

15.4%（2社）

0.0%（0社）

7.7%（1社）

7.7%（1社）

23.1%（3社）

0.0%（0社）

7.7%（1社）

7.7%（1社）
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1分析項目と本章の構成

本章では、被災企業におけるBCMに関
する取組の実態を、中小企業庁「中小企業
BCP策定運用指針（中級編）※1」の定める
BCM整備項目に沿って分析した。
※1 一部、近年関心が高い取引先等との連携に

関する項目等をインターリスク総研にて追加

また、分析結果は、中小企業庁「中小企
業BCP策定運用指針（中級編）」における
BCM全体像に沿って、図１の１〜７の「対応
段階」の順番で整理をした。

被災企業におけるBCM取組の実態

第 1 章

前　　提

【図１】ＢＣＭの全体像と本章の構成 （出典：中小企業庁「中小企業ＢＣＰ策定運用指針（中級編）」をもとにインターリスク総研が加工）

2分析の手法

　本書における各調査の分析手法は以下の
とおり。

①アンケート調査
　アンケート調査では、前記1分析項目に
沿って、以下３点につき回答を得ることがで
きた。

■取組の多寡（各BCM整備項目に関する
取組の有無）

■取組の困難度（各BCM整備項目への取
組を困難だと感じたか否か）

■取組のお役立ち度（各BCM整備項目への取
組が東日本大震災で役に立ったと感じたか）

そして、その回答を以下基準で定量分析をした。

ⅰ）取組の多寡評価
BCM整備項目ごとに、アンケート提出企

業84社のうち「取組がない」と回答した企
業の割合と、「取組がある」と回答した企業
の割合を算出し、図２の5段階で取組の多
寡を評価した。

ⅱ）取組の困難度評価
BCM整備項目ごとに、アンケート提出企

業84社のうち「取組が困難」と回答した企業
の割合を算出し、その割合が10%以上※2の
場合を、「取組が困難」と評価した。
※2 各BCM整備項目に関して「取組がある」企

業のみが回答しているわけではないため、上
記割合は全アンケート提出企業84社を分母
としていることに留意

＜BCM全体像＞ ＜本章の構成＞
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【図２】取組の多寡評価基準

分析項目 かい離度 評価基準

1 取組の多寡

「大きく」かい離 「取組あり」と回答した企業割合の差が30%
以上
又は、「取組なし」と回答した企業割合の差が
30%以上

かい離 同企業割合の差が20%以上30％未満

2 取組の困難度

「大きく」かい離 「取組が困難」と回答した企業割合の差が
10%以上

かい離 同企業割合の差が5%以上10%未満

3 取組のお役立ち度

「大きく」かい離 「取組が役に立った」と回答した企業割合の差
が20%以上

かい離 同企業割合の差が10%以上20%未満

【図３】大企業と中小企業の取組のかい離度評価基準

評価レベル 評価基準

1 取組ができている企業が「多い」 「取組あり」と回答した企業の割合が70%以
上

2 取組ができている企業が「半分以上」 「取組あり」と回答した企業の割合が60%以
上70%未満

3 取組ができている企業が「半分位」 １、２、４、５基準に該当しない

4 取組ができている企業が「半分以下」 「取組なし」と回答した企業の割合が40%以
上50%未満

5 取組ができている企業が「少ない」 「取組なし」と回答した企業の割合が50%以
上

ⅲ）取組のお役立ち度評価
BCM整備項目ごとに、アンケート提出企業

84社のうち「取組が役に立った」と回答した
企業の割合を算出し、その割合が30%以上※3

の場合を、「取組が役に立った」と評価した。
※3 各BCM整備項目に関して「東日本大震災発

生時に取組があった」企業のみが回答してい
るわけではないため、上記割合の分母は全ア
ンケート提出企業84社を分母としていること
に留意

また、上記評価は、全体分析に加えて、
アンケート回答企業84社を大企業（41社）

と中小企業（43社）とに分けた分析も実施
し、その回答率の「かい離度」を図３の基準
で定量分析をした。

なお、かかる「かい離度」評価について
は、東北に本社がある企業と東北以外に
本社がある企業とに分けても実施したが、
東北に本社がある企業の81.4%が中小企
業、東北以外に本社がある企業の85.4%が
大企業であったため、大企業と中小企業の
「かい離度」分析と大差のない結果となっ
た。したがって、本章では詳細についは記載
しない（第３章　資料編参照）。

② BCP記載項目調査・インタビュー調査
　BCP記載項目調査・インタビュー調査結
果では、確認できた内容を、次頁図4のアン
ケート調査による定量分析結果を補完する
「事例紹介」の形で整理した。
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【図４】①アンケート調査分析結果の全体像（参考）
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1本対応段階の趣旨

本対応段階の狙いは、BCM活動の大前提
として、「そもそも何のためにBCPを策定し、
日常的に運用するのか」というBCP策定・運
用の意味合いを明確にすることで、BCM活動
の方向性を明確にするところにある。

2項目分析

本対応段階における分析項目ならびにこ
れら項目に関するアンケート結果は図５のと
おり。以下順番に見ていく。

対応段階１ 事業継続基本方針の規定

【図５】対応段階１（事業継続基本方針の規定）に関するアンケート結果

【図６】基本方針項目例（全23社のBCPを確認した結果）

基本方針として記載されている項目 採用企業数

社員の安全 19

顧客に対する製品・サービスの提供（事業の継続） 17

社員家族の安全 12

地域貢献（地域活性化） 9

企業資産の保全（物的被害の最小化） 8

来訪者の安全 5

従業員の雇用 4

顧客からの信用を守る 3

インフラ復旧工事に積極的に協力 3

二次災害の防止 2

収益機会逸失・評判低下による経営への影響を回避 2

得意先の復旧支援 1

ステークホルダーからの信頼性確保 1

市場シェアを守る 1

ⅰ）A1-1、A1-2：

◎事業継続に関する基本方針は策定済
で、従業員に周知できている企業が多
い。

◎これら方針が東日本大震災で「役に
立った」と感じている企業が多い。　

◎一方で、「難しい」と感じている企業も
多い。

本項目はBCM活動の基本となる項目で
あり、項目を整理している企業が多いという
結果になっている。

それでは、被災企業はどのような基本方
針を定めているであろうか。BCP記載項目調
査により確認できた結果は図６のとおり。

ⅱ）A1-3：

◎基本方針を取引先や協力会社など外
部に開示している企業は少ない。

本項目の取組が「少ない」という結果に
なったのは、取引先や協力会社との連携を
円滑にすすめるという本項目の目的が、中核
事業や重要業務の内容や、融通して欲しい
要員・資機材等、より具体的な情報を開示す
ることで達成できている状況が、要因のひと
つになっていると思われる。



第 1章　被災企業における BCM取組の実態

13

対応段階２ BCPサイクルの運用体制確立

ⅰ）A2-1、A2-2：

◎経営陣を巻き込んだBCM運用体制
を構築している企業が多い。

◎同体制が「役に立った」と感じている
企業の割合が多いが、同割合が大企
業で46.3%、中小企業で32.6%とか
い離。　

◎同体制の構築が「難しい」と感じてい
る企業の割合は、大企業で0%、中小
企業で7.0%とかい離。

権限を持った活動・責任主体がなければ、
BCM活動ははじまらないので、本項目を整理
している企業が多く、また「役に立った」と感じ
ている企業が多い結果となった。

1対応段階の趣旨

本対応段階の狙いは、「誰がBCPを策定
し、日常的に運用するのか」というBCP策定・
運用の実行ならびに責任主体等を明確にす
るところにある。

2項目分析

本対応段階における分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図７のとお
り。以下順番に見ていく。

【図７】対応段階２（BCPサイクルの運用体制確立）に関するアンケート結果

ⅱ）A2-3：

◎BCM運用体制の従業員への周知が
できている企業は半分以上。

◎同周知ができていない企業の割合は、
大企業で9.8%、中小企業で33.3%
とかい離。

BCM活動自体は、その性質上全従業員を
巻き込んだものになるので、本来はすべての
企業で整備すべき項目だといえる。

その中で、特に中小企業において取組割合
が小さい理由としては、代表者に権限が集中
しがちな中小企業の特性や、BCPを整備後そ
れほど期間が経過していないこと等が考えら
れる。

ⅲ）A2-4：

◎BCM活動の状況を確認・評価する機
能がある企業は半分位。

◎同機能がない企業の割合は大企業で
24.4%、中小企業で45.2％とかい
離。

これらの機能は、BCM活動当初から整理
するというよりBCP作成後の後工程で整理す
る企業が多いと思われる。

本項目の取組割合が半分位にとどまった
のは、特に中小企業を中心に、BCPを作成後、
それほど時間が経過していない企業が一定
数あることが要因であると考えられる。
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対応段階３ BCPサイクルの継続運用①〜事業を理解する

本対応段階は、「どうやってBCPを策定し日
常的に運用するのか」というBCPの策定・運用
の具体的な進め方を整理した図8「BCPサイ
クル」の最初のプロセスだと位置付けられる。

本対応段階の狙いは、BCPサイクル活動の
大前提として、「何の障害をいつまでに解消さ
せるべきか」という目標を設定したうえで、大
災害等が発生した場合でも当該目標が達成

【図８】BCPサイクル全体像（５つのプロセスと各ステップ）

ステップ⑴ 事業影響度を評価する

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、「企業の事業継続に
とって何が一番の障害となるか」について現
状分析し、当該障害をいつまでに解消させ

るべきかという目標を設定するところにあ
る。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図９のとお
り。以下順番に見ていく。

【図９】対応段階３〜BCPサイクルステージ１（事業を理解する）〜ステップ（１）（事業影響度評価）に関するアンケート結果

できるかを現状分析し、検討すべき課題を洗
い出すところにある。

ここでは、対応段階をさらに以下（１）〜（３）
の３つのステップに分けて整理をしていく。

（出典：中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針（中級編）」）
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ⅱ）B1-4、B1-5：

◎中核事業の継続にとって障害となる
「ボトルネック資源」を把握している
企業は半分位。

◎また、この「ボトルネック資源」の優先
順位をつけているのは半分以下。

◎同優先順位付けを「難しい」と感じて
いる企業の割合は、大企業で0%、中
小企業で5.0%とかい離。

本項目は、中核事業と紐づけた設問になっ
ているため、取組割合は前記項目と同様の結
果となった。

BCP記載項目調査や、インタビュー調査に
よると、「通信手段」、「電源」、「燃料」をボトル
ネック資源と考えている企業が多いことが確
認できた。

ⅰ）B1-1、B1-2、B1-3：

◎事業影響度分析を通じて中核事業を
選定し、同事業に不可欠な重要業務
を選定している企業は半分位。

本項目は、企業の事業継続にとって「何が
一番の障害となるか」を分析するにあたって、
当然整理すべき項目となる。BCP記載項目調
査の結果を見る限り、少なくとも「重要業務」
を選定している企業が多いため、本項目の取
組が半分位にとどまったのは、「中核事業」の
選定がない企業が一定数あることにその要因
があると推察される。

また、BCP記載項目調査等から、中核事業
を選定しない企業には、監督官庁や業界団体
等主導で「重要業務」が決められている、ある
いはそもそも単一事業のみ展開しており中核
事業を選定する意味がない、などの事情が確
認できており、「何が一番の障害となるか」を
明らかにするという本項目の目的は、アンケー
ト結果以上の企業が達成できているものと考
える。

それでは、被災企業は中核事業・重要業務
を選定する際に、どのようなことを検討してい
るのであろうか。BCP記載項目調査により確
認できた結果は図10のとおり。

【図11】RTO設定例（全18社のBCPを確認した結果）

【図１０】中核事業選定の際に考慮する事項例（全5社のBCPを確認した結果）

中核事業選定の際に考慮する事項 ★：複数企業が採用
売上 ★
利益 ★

市場シェア
取引先への影響 ★
社会への影響 ★
企業イメージ ★

保有資産
在庫量

資金繰り

ⅲ）B1-6：

◎中核事業について目標復旧時間
（RTO：Recovery Time Objective）
を設定しているのは半分以下。

◎同設定を「難しい」と感じている企業
の割合は、大企業で12.2%、中小企
業で5.0%とかい離。

本項目も、中核事業と紐づけた設問になっ
ているため、取組割合は半分以下という結果
になった。

また、本取組が「難しい」と感じている大企
業の割合が中小企業よりも高い理由として
は、事業を遂行するプロセス自体が相対的に
複雑であること等が考えられる。

それでは、被災企業はどのようなRTOを設
定しているのであろうか。BCP記載項目調査
により確認できた結果は図11のとおり。

対応フェーズ 重要業務 RTO 該当業種

初動対応
（人命安全確保）

安否確認 12時間〜24時間 建設業
自社施設の被害確認 3時間〜24時間 建設業
自社支店ビルの復旧 24時間 建設業
近隣の救助要請対応 3時間〜24時間 建設業
社員の救助対応 24時間 建設業

暫定対応①
（応急措置による仮復旧・二次被害防止）

手作業による重要業務対応 2時間〜24時間 金融業
手作業による重要業務対応 24時間 製造業
施工中現場の二次被害防止対応 1時間〜24時間 建設業

暫定対応②
（本格復旧の準備）

社内体制整備 12時間 建設業
協力会社との連絡体制整備 24時間 建設業
行政との連絡 2時間〜24時間 建設業
顧客との連絡 1日〜3日 建設業、サービス業

本格復旧対応①
（地震発生に伴う特別対応）

自社施工物件の復旧開始 36時間〜1週間 建設業
災害復旧協定（道路復旧等）対応 1時間〜24時間 建設業
自社納入製品の修理 12時間 卸売業
システム保守 24時間 卸売業

本格復旧対応②
（通常業務の復旧）

選定した重要業務の本格復旧 即日 サービス業
同上 3日 サービス業
同上 1週間 サービス業
同上 2週間 製造業
同上 4週間 製造業
同上 1ヵ月 サービス業
同上 3ヵ月 製造業
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1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、前記ステップ（１）で設
定した目標が、大災害等が発生した場合でも
達成できるかを現状分析して、検討すべき課
題を洗い出すところにある。

ステップ⑵ 中核事業が受ける被害を評価する

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図12のとお
り。以下順番に見ていく。

ⅰ）B2-1、B2-2：

◎定期的な見直しは不十分ではあるも
のの、中核事業に被害を与える災害
を特定している企業は多い。

◎同特定が「役に立った」と考えている
企業の割合は、大企業で24.4%、中
小企業で12.5%とかい離。

上記の結果は、東日本大震災の経験から、
対象となる災害に大地震を選定している企業
が多いことが要因だと考えられる。

一方、BCP記載項目調査の結果、大地震
以外の災害も想定した構成になっている企業
が一定数確認された。

それでは、被災企業はどのような手順で
BCPの対象となる災害を評価しているのか。

BCP記載項目調査の結果、2社のBCPで
その過程を確認できたが、いずれも、「災害の
発生可能性」と「災害による事業活動への影
響度」の２つの基準をそれぞれ３段階評価し
て、整理をしている。

【図12】対応段階３〜BCPサイクルステージ１（事業を理解する）〜ステップ（２）（中核事業が受ける被害の評価）に関するアンケート結果

ⅱ）B2-3：

◎上記災害によって受ける事業やボト
ルネックへの影響を評価している企
業は半分以下。

◎同評価ができている企業の割合は大
企業で56.1%、中小企業で20.0%と
大きくかい離。

本項目は、対策を立てる前提となる現状分
析だと位置付けられるため、本来はすべての
企業で整備すべき項目だといえる。

本項目に取り組んでいる企業の割合が半
分位に止まったのは、アンケートの設問が、中
核事業と紐づけられた内容になっていること
が要因と考えられる。

ⅲ）B2-4：

◎上記災害の影響度の順位付けを実施
している企業は半分以下。

◎同順位付けができている企業の割
合は大企業で46.3%、中小企業で
22.5%とかい離。

経営資源に限りがある以上、対応すべき災
害には優先順位をつけるべきであるが、本項
目への取組割合は半分以下にとどまってい
る。その理由としては、そもそも災害を１種類
しか選定していない企業が少なからずあり、
優先順位をつける必要性がないことなどが
要因であると考えられる。
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ステップ⑶ 財務状況を診断する

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、前記ステップ（２）の課
題抽出を深掘りするところにある。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図13のとお
り。以下順番に見ていく。

ⅰ）B3-1：

◎災害後のキャッシュフローの現状把
握を継続的に実施している企業は少
ない。

本項目の取組には、災害発生時の財務的
な被害想定を出すことが前提となるが、BCP
記載項目調査によると、被害想定を財務的イ
ンパクトまで落とし込んで実施している企業
は少なく、このことが、上記結果の要因になっ
ていると思われる。

ⅱ）B3-3：

◎１か月程度の操業停止を想定して資
金確保の必要性を検討した中小企業
は半分以下。

◎同必要性を検討した企業の割合は大
企業で19.6%、中小企業で50.0%と
大きくかい離。

◎中小企業の方が検討が進んでいる点
が特徴。

◎同検討が「役に立った」と感じている
企業の割合は、大企業で2.4%、中小
企業で12.5%とかい離。

【図13】対応段階３〜BCPサイクルステージ１（事業を理解する）〜ステップ（３）（財務状況の診断）に関するアンケート結果

本項目の結果から、前記の災害後のキャッ
シュフローの現状把握と切り離して、資金確
保の必要性を検討している企業が一定数あ
るということがわかる。

また、中小企業の方が検討が進んでいると
いう特徴は、中小企業の方が相対的に日ごろ
から資金調達が厳しいことがその要因である
と考えられる。

ⅲ）B3-2、B3-4：

◎資金確保の手段として、災害復旧貸付
制度や損害保険の加入を検討した企
業は少ない。

◎いずれも中小企業の方が検討が進ん
でいる点が特徴。

◎特に災害復旧貸付制度の利用を検討
した企業の割合は大企業で2.4%、中
小企業で22.5%とかい離。

そもそも、資金確保の必要性を検討してい
る企業の割合が半分位にすぎないため、本項
目の取組割合も低いという結果になった。

一方、インタビュー調査の結果では、かかる
公的支援制度を「後で知った」という声も確認

できており、少なくとも「大災害発生時には公
的支援制度について調べる」位の手順を準備
しておくことは必要かと考える。

ⅳ）B3-5：

◎財務診断の結果を目標復旧時間（RTO）
に反映させている企業は少ない。

前記項目と同様の理由で、本項目の取組
割合は低いという結果になった。
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対応段階４ BCPサイクルの継続運用②〜BCPの準備、事前対策を検討する

本対応段階は、「どうやってBCPを策定し
日常的に運用するのか」というBCPの策定・
運用の具体的な進め方を整理した「BCPサ
イクル」の２番目のプロセスだと位置付けら

れる（P14．図８参照）。
本対応段階の狙いは、前記プロセス（対応

段階３．事業を理解する）で抽出した課題に
対する代替策と事前対策を検討するところ

にある。
ここでは、対応段階をさらに以下（１）、（２）

の２つのステップに分けて整理をしていく。

【図14】対応段階４〜BCPサイクルステージ２（BCPの準備、事前対策を検討する）〜ステップ（１）（事業継続のための代替策の特定と選択）に関する
アンケート結果

ⅰ）C1-1：

◎情報連絡拠点（対策本部）の代替場所
の確保について検討した企業は多い。

◎同代替が「役に立った」と感じてい
る企業の割合は多いが、大企業で
26.4%、中小企業で40.0%とかい
離。特に中小企業の割合が高いのが
特徴。

◎また、同代替が「難しい」と感じている
企業の割合は、大企業で0%、中小企
業で5.0%とかい離。

大災害等発生時に、司令塔たる情報連絡
拠点（対策本部）がないと事業継続の活動が
始まらないため、本項目の取組割合が高いと
いう結果になった。

また、「役に立った」との回答が中小企業の

また、これらの取組はコストもかかり、また、
その特殊性ゆえ容易に代替が効かない事情
もあることから、大企業を中心に取組が「難し
い」との声が出ているものと推察される。

なお、インタビュー調査では、業務を行うに
あたって「免許」や「認可」が必要、あるいは代
替を手当てするよりも設備を修理した方が早
い、などの理由で、あえて代替を検討せずに、
被災した施設や設備で復旧を図る企業が確
認された（製造業・サービス業）。

ⅲ）C1-3：

◎臨時従業員の確保について検討した
企業は少ない。

事業継続においては、ただ人が集まればい
いというわけでなく、一定のスキルをもった人

方が多いのは、相対的に代替場所に関する選
択肢が限られているなか、事前確保の必要性
がより高いところに要因があると思われる。

ⅱ）C1-2：

◎重要施設・設備の代替策について検
討した企業は多い。

◎同代替が「難しい」と感じている企業
の割合は多いが、大企業で14.6%、
中小企業で7.5%とかい離。

◎また、同代替が「役に立った」と感じて
いる企業の割合が大企業で14.6%、
中小企業で25.0％とかい離。

特に製造業を中心に、施設・設備が使えるこ
とが事業継続にとって必要不可欠であるため、
本項目の取組割合が高いという結果になった。

ステップ⑴ 事業継続のための代替策の特定と選択をする

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、前記プロセスで抽出
した課題を踏まえ、課題解消のための代替策
を検討・整理するところにある。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図14のとお
り。以下順番に見ていく。
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ⅵ）C1-6：

◎通信手段や電力などのインフラの
バックアップについて検討した企業は
多い。

◎同バックアップが「難しい」と感じて
いる企業の割合は多いが、大企業で
17.1%、中小企業で10.0％とかい離。

前記「対応段階３ステップ（１）」のとおり、
BCP記載項目調査・アンケート調査の結果、
本項目を事業継続にとっての「ボトルネック資
源」と考えている企業が多いため、取組割合が
高いという結果になっている。

また、社会インフラの復旧状況に依存せざ
るをえない側面が一定あったり、対策にコスト
がかかったりするためか、取組が「難しい」との
声が多い。特に大企業において「難しい」と感
じる割合が多い理由としては、バックアップの
規模が相対的に大きいため、かかるコストも
大きくなること等が考えられる。

材の参集が必要となる。本項目の取組割合
が低いという結果は、アンケートの「臨時従
業員」との文言を「スキルのない従業員」と解
釈した企業が多かったことが要因ではないか
と考える。

なお、BCP記載項目調査・インタビュー調
査では、ヒト不足対策として、臨時従業員では
ないが、最寄りの拠点にとにかく参集して手
分けをして対応を講じている企業が確認され
た（金融業・建設業）。

ⅳ）C1-4：

◎資金調達の方法について検討した企
業は半分以下。

事業継続には資金が不可欠である以上、
本項目にも当然取り組むべきだといえるが、
そもそも、前記「対応段階３ステップ（３）」に
て確認できたように、財務状況の診断を実施
している企業が少ない状況から、このような
結果になったと推察される。

ⅴ）C1-5：

◎重要情報のバックアップについて検討
した企業は半分以上。

◎同検討をした企業の割合は大企業で
75.6%、中小企業で52.5%とかい離。

本項目も、事業継続にとって必要不可欠な
項目といえるが、中小企業の取組が相対的に
遅れているのは、特にシステム面でのバック
アップにおいてコストがかかることが要因では
ないかと考える。
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1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、前記プロセスで抽出
した課題を踏まえ、課題解消のための事前対
策を検討・整理するところにある。

特に、今回のアンケート調査では、「中小企
業ＢＣＰ策定運用指針（中級編）」のBCM整備
項目に、「取引先等との連携関係構築に関する
項目」を追加していることが特徴となっている。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図15のとお
り。以下順番に見ていく。

【図15】対応段階４〜BCPサイクルステージ２（BCPの準備、事前対策を検討する）〜ステップ（２）（事前対策の検討・実施）に関するアンケート結果

ⅰ）C2-1：

◎ソフトウェア面での事前対策ができて
いる企業は少ない。

◎同対策ができている企業の割合は大
企業で51.2%、中小企業で22.5%と
かい離。

本項目については、BCP記載項目調査・イ
ンタビュー調査を見る限り、おのおののレベ
ルにあわせて出来ることから取り組んでいる
印象である。本項目の取組企業が中小企業を
中心に少ないという結果になったのは、設問
が中核事業と紐づけたものになっていること
が要因だと推察される。

ステップ⑵ 事前対策を検討・実施する

ⅱ）C2-2、C2-3：

◎事前対策のために、予算をつけたり、融
資制度を検討したりする企業は少ない。

◎同予算づけを「難しい」と感じている
企業の割合は、大企業で0%、中小企
業で5.0%とかい離。

本項目の結果から、企業はおのおののレベ
ルにあわせて出来ることから取り組んでいる
状況が推察される。一方で、BCP記載項目調
査では、事前対策に予算をつけ計画化してい
る企業が少なからずあることが確認できた。

ⅲ）C3-1、3-2：

◎取引先等との連携取組のある企業は
半分位。

◎同連携取組ができていない企業の割
合は、大企業で19.5%、中小企業で
47.5%とかい離。

企業の事業継続は取引先企業における事
業継続が前提となっていることが多いため、
本項目は本来すべての企業で整備すべき項目
だといえる。

その中で、特に中小企業において取組割合が
小さいのは、BCM活動開始時期が、大企業に比
べて相対的に遅いことが要因として考えられる。
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【図１６】取引先等との連携事例（全11社のBCPを確認、4社にインタビュ−を実施した結果）

項目 連携内容 採用企業数

材料の融通
被災した取引先に支援部隊を派遣
機材（発電機・無線機・PC等）の融通

1

資金の融通 0

要員の融通
要員の融通 1

協力会社への協力依頼 6

資器材やラインの融通

生産設備の融通 1

施設や資器材の共同備蓄 1

協力会社への協力依頼 6

生産設備の融通（ただし別製品のもの） 1

場所の融通

設備を移送・稼働させる場所の融通 1

協力会社に場所、資機材を提供
＝人さえ来てくれればよい環境を整備 1

使用していない生産拠点を借りて復興 1

生産・納品全体を代替 代替生産・納品 2

人道的支援 救援物資の融通 2

早期修理の手配

遠隔地の業者が、震度6弱以上の場合は自動的にかけ
つける仕組みを事前に構築 1

メンテナンス関連の取引先と、有事には支援をお願いで
きるような協力関係を平時から築いている 1

連携訓練・演習

共同勉強会 1

共同訓練 1

取引先へ行って被害を確認する訓練を実施 1

協力会社との連絡体制の確認訓練 1

取引先指導

取引先へのBCP作成・訓練指導 1

取引先への防災指導 1

システム関係の取引業者のBCPはチェック 1

警備会社のBCPも一部チェック 1

◎取組割合が相対的に高い連携は、「材
料の融通（協定等）」と「要員の融通

（協定等）」。次いで、「資器材やライン
の融通（協定等）」。

◎「資金の融通（貸付協定等）」や「連携
訓練・演習」への取組はまだ少ない。

「材料」や「要員」における連携割合が相対
的に高い理由としては、カスタマイズ等の特殊
要因が少なく協定が容易であること等が考え
られる。

それでは、被災企業では取引先等とどのよ
うな連携をしているのであろうか。BCP記載
項目調査やインタビュー調査により確認でき
た結果は図16のとおり。
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対応段階５ BCPサイクルの継続運用③〜BCPを策定する

本対応段階は、「どうやってBCPを策定し
日常的に運用するのか」というBCPの策定・
運用の具体的な進め方を整理した「BCPサイ
クル」の３番目のプロセスだと位置付けられる

（P14．図８参照）。

本対応段階の狙いは、前記プロセス（対応
段階４．BCPの準備、事前対策の検討）で整
理した代替策と事前対策を、大災害等発生時
に「いつ、誰が」展開するのかについて、ルール
を整備するとともに、代替策・事前対策の前提

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、大災害等発生時に、
前記プロセスで抽出した代替策と事前対策を
どのようなタイミングで展開するのかを検討・
整理するところにある。

【図１７】対応段階５〜BCPサイクルステージ３（BCPを策定する）〜ステップ（１）（BCP発動基準の明確化）に関するアンケート結果

ステップ⑴ BCP発動基準を明確にする

となる情報のやりとりがスムーズに展開できる
よう情報の整理の仕方について検討するとこ
ろにある。

ここでは、対応段階をさらに以下（１）〜（３）
の３つのステップに分けて整理をしていく。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図17のとお
り。以下順番に見ていく。
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分類 BCP発動基準 採用企業数

警戒態勢（本部設置）と
BCP発動を分離してい
ない事例

震度6強以上でBCP自動発動 2
震度6弱以上でBCP自動発動 6
震度5強以上でBCP自動発動 4
震度6弱以上かつ一部都市機能が停止し、緊急に救助、
救援、復旧作業の必要がある場合、BCP発動 1

経営判断により臨機応変に対応 1
その他 2

警戒態勢（本部設置）と
BCP発動を分離してい
る事例

震度5以上で警戒態勢。震度6強でBCP発動 1
震度5以上で警戒態勢。BCP発動は経営判断 1
震度5以上で警戒態勢。BCP発動は経営判断 1
震度5強以上で警戒態勢。ライフライン、インフラ等の
復旧まで3日から1週間以上かかる場合にBCP発動 1

震度5強以上で警戒態勢。重要製品・サービスの復旧に
3日以上要すると判断された場合にBCP発動 1

ⅰ）D1-1：

◎BCP発動基準を設定している企業は
半分以上。

◎同基準を設定している企業の割合
は、大企業で82.5%、中小企業で
55.0%とかい離。

◎同基準の設定が「難しい」と感じてい
る企業の割合は、大企業で5.0%、中
小企業で0%とかい離。

本項目は本来は全ての企業が取り組むべ
き項目であるが、中小企業で本項目の取組
割合が約半分に止まっている理由は、アン
ケートの設問が中核事業等と紐づいた内容
となっているところにあると思われる。

それでは、被災企業ではどのようにBCP発
動基準を整理しているのであろうか。BCP記
載項目調査により確認できた結果は図18の
とおり。 【図18】地震BCP発動基準事例（全21社のBCPを確認した結果）

ⅱ）D1-2：

◎BCP発動を判断する者を明確に決め
ている企業は多い。

◎同決定をしている企業の割合は、大企
業で95.0%、中小企業で75.0%とか
い離。

◎同決定が「役に立った」と感じている
企業の割合も多い。

本項目が整理されていないとBCPは発動さ
れないため、取組割合が高く、かつ、役に立った
との感想が多いという結果になった。

なお、中小企業における取組割合が相対的
に低いのは、そもそも前項目「発動基準」を定
めた企業が半分位であったことがその要因だ
と思われる。

ⅲ）D1-3：

◎BCP発動を判断する者の代行者を
決めている企業は多い。

◎同決定をしている企業の割合は、大企
業で95.0%、中小企業で70.0％とか
い離。

本項目の整理の必要性は明確で、また、相
対的に取り組みやすい事項でもあるため、取
組割合が高いという結果になった。

なお、中小企業における取組割合が相対的
に低いのは、前項目「発動判断者」の整理割合
が低いことがその要因だと思われる。

ⅳ）D1-4：

◎BCP発動者ならびに代行者が誰で
あるか社内に周知させている企業は
多い。

◎同周知をしている企業の割合は、大企
業で80.0%、中小企業で60.0%とか
い離。

BCP発動時には、全社で手分けして対応す
ることになるため、BCP発動基準や発動者等
の社内周知について定めた本項目は本来すべ
ての企業で整理されるべき事項といえる。

今回、中小企業における取組割合が低いの
は、「発動基準」「発動判断者・代行者」の整理
割合が低いことがその要因だと思われる。

ⅴ）D1-5：

◎BCP発動基準の見直しを実施する
企業は半分以上。

◎同見直しを実施していない企業の割
合は、大企業で10.0%、中小企業で
35.0%とかい離。

BCPが必要とされる環境が一定でない以
上、その発動基準についても適宜見直しをす
る本項目についても対応すべきであるが、中
小企業における取組割合が相対的に低いの
は、そもそも発動基準を定めた企業が半分
位であることや、BCPを整理後、それほど時
間が経過していないことがその要因だと思
われる。
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【図１９】対応段階５〜BCPサイクルステージ３（BCPを策定する）〜ステップ（２）（BCP発動時体制の明確化）に関するアンケート結果

ステップ⑵ BCP発動時の体制を明確にする

ⅰ）D2-1：

◎BCP発動時の社内体制を明確に規
定している企業は多い。

◎同体制を規定している企業の割合
は大企業で95.0%、中小企業で
75.0%とかい離。　

◎同規定が「役に立った」と感じてい
る企業の割合は多いが、大企業で
40.0%、中小企業で25.0%とかい
離。

◎また、同規定が「難しかった」と感じて
いる企業の割合は、大企業で0%、中
小企業で5.0%とかい離。

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、大災害等発生時に、
前記プロセスで抽出した代替策と事前対策
を、どのような体制で展開するのかを検討・整
理するところにある。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図19のとお
り。以下順番に見ていく。

BCP発動時には、通常の業務とは異なる
業務を全社で手分けして遂行することが求め
られるため、あらかじめ遂行すべき役割を明
確にし、その分担について整理する等、社内体
制を整備することが必要である。したがって、
本項目においては、取組割合が高く、かつ「役
に立った」と感じた企業が多いという結果に
なった。

なお、中小企業における取組割合が相対的
に低く、「難しい」と感じる割合が高いのは、人
的資源が少ないなかでの体制整理が求めら
れるところにその要因があると思われる。

ⅱ）D2-2：

◎BCP発動時の社内体制は経営者が
指揮命令を下せるようになっている
企業は多い。

◎同体制が「役に立った」と感じている
企業は多い。

BCP発動時の対応は全社をあげた対応と
なるため、経営者のリーダーシップが発揮で
きるような体制を整備することが重要となる。
したがって、本項目においては、取組割合が高
く、「役に立った」と感じた企業が多いという
結果になった。また、インタビュー調査からも、
東日本大震災時に、経営層のリーダーシップ
が役に立ったとの声が確認できた。
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ⅲ）D2-3：

◎BCP発動時の社内体制において、
リーダー（経営者）の代理を決めてい
る企業は多い。

◎同決定が「役に立った」と感じている
企業は多い。

本項目の整理の必要性は明確で、また、相
対的に取り組みやすい事項でもあるため、取
組割合が高く、また「役に立った」と感じた企
業が多いという結果になった。

ⅳ）D2-4、D2-5

◎平時から、誰が代理者であるかを社内に
周知し、代理者にリーダーのノウハウ等
の共有を図っている企業は半分以上。

◎ノウハウ等共有を実施していない企
業の割合は、大企業で7.5%、中小企
業で32.5%とかい離。

BCP発動時には、全社で手分けして対応す
ることになるため、リーダー代理者について社
内周知は必要である。また、代理者として実際
に役に立つためにノウハウ等の共有を図るこ
とは重要である。

一方で、これら項目の取組割合が中小企業
で半分以上にとどまっている理由としては、代
表者に権限が集中しがちな中小企業の特性
や、BCPを整備後それほど期間が経過してい
ないこと等が考えられる。

ⅴ）D2-6：

◎BCP発動時の体制メンバーが自分の
役割を問題なく認識している企業は
多い。

◎同認識のある企業の割合は、大企業
で82.5%、中小企業で60.0%とかい
離。

◎同認識が「難しい」と感じている企業
の割合は、大企業で7.5%、中小企業
で0%とかい離。

◎同認識が「役に立った」と感じている
企業の割合は、大企業で27.5%、中
小企業で15.0％とかい離。

BCP発動時の社内体制構築のなかで役割
分担をしたとしても、体制メンバーにその役割
が認識されていないと、大災害発生時にその
体制は機能しないことは明確であるため、本
項目においては、取組割合が高いという結果
になった。

一方で、これら項目の取組割合が中小企
業で半分以上にとどまっている理由としては、
BCPを整備後それほど期間が経過していな
いこと等が考えられる。

ⅵ）D2-7：

◎BCP発動時に取引先等外部からの問
い合わせに対応できる体制を構築し
ている企業は多い。

◎同体制が「役に立った」と感じている
企業の割合は、大企業で27.5%、中
小企業で15.0%とかい離。

大災害等発生時には、社内外から問合せが
増えることが予想されるため、社内体制整備
の一環として対外的な問合せ窓口を設ける本
項目の取組割合が高いという結果になった。
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【図２０】対応段階５〜BCPサイクルステージ３（BCPを策定する）〜ステップ（３）（事業継続に関する情報の整理と文書化）に関するアンケート結果

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、大災害等発生時に、
前記プロセスで抽出した代替策と事前対策
の大前提となる「情報のやりとり」について、ス
ムーズに展開できるようルール・ツール等を
検討・整理するところにある。

ⅰ）D3-1、D3-2、D3-4：

◎従業員、主要取引先、救急・公共機関、
行政等の連絡先リストを整理・更新し
ている企業は多い。

◎同連絡先リストが「役に立った」と感じ
ている企業は多い。

本項目の整理の必要性は明確で、また、相
対的に取り組みやすい事項でもあるため、取
組割合が高く、しかも「役に立った」と感じた
企業が多いという結果になった。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図20のとお
り。以下順番に見ていく。

ⅱ）D3-3：

◎緊急避難計画を規定している企業は
多い。

◎同計画が「役に立った」と感じている
企業は多い。

本項目も前項目と同様の理由で、同様の結
果になった。

ⅲ）D3-5：

◎保有する電話／FAXが中核事業に
とって不可欠かどうかの評価をしてい
る企業は半分位。

BCP記載項目調査やインタビュー調査か
ら、通信手段をボトルネック資源と位置付け
ている企業が多いなか、本項目への取組割
合が半分位にとどまった理由としては、アン
ケート内容が中核事業と紐づけたものとなっ
ていることや、分析・評価の程度が本項目ほ
ど詳細にわたって実施されていないこと等が
考えられる。

ステップ⑶ 事業継続に関する情報の整理と文書化をする
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対応段階６ BCPサイクルの継続運用④〜BCP文化を定着させる

本対応段階は、「どうやってBCPを策定し
日常的に運用するのか」というBCPの策定・
運用の具体的な進め方を整理した「BCPサイ
クル」の４番目のプロセスだと位置付けられる

（P14．図８参照）。

本対応段階の狙いは、前記プロセス（対応
段階５．BCPの策定）で策定したBCPが、た
だ策定して終わりではなく、実際に大災害等
発生時に有効に活用できるよう、日ごろから
BCPに関する訓練や教育を継続実施すると

ともに、BCPに対する経営者や従業員の前向
きな姿勢が「会社文化」として定着するような
仕組みを構築するところにある。

ここでは、対応段階をさらに以下（１）〜（３）
の３つのステップに分けて整理をしていく。

【図２１】対応段階６〜BCPサイクルステージ４（BCP文化を定着させる）〜ステップ（１）（従業員へのBCP教育の実施）に関するアンケート結果

【図２２】BCPに関する教育・啓蒙事例（全13社のBCPを確認、ならびに1社にインタビューした結
果。複数の教育・啓蒙を実施している企業があるため、調査対象数と採用企業数の合計
は不一致）

ⅰ）E1-1：

◎従業員に対して、BCPに関する議論
や勉強の機会を提供している企業は
半分以上。

◎同機会提供が「役に立った」と感じて
いる企業の割合は、大企業で27.5%、
中小企業で15.0%とかい離。

BCP発動時には全従業員が手分けをして
対応にあたることになるため、日ごろの従業員
教育等はすべての企業にとって重要な事項だ
といえる。一方、本項目の取組割合は半分以
上のレベルにとどまっているが、その理由とし
てはBCPを整備後それほど期間が経過して
いないこと等が考えられる。

それでは、被災企業では従業員に対してど
のようなBCP教育・啓蒙を実施しているので
あろうか。BCP記載項目調査やインタビュー
調査により確認できた結果は図22のとおり。

教育・啓蒙方法 頻度 採用企業数

社内ディスカッション 年１ 1

取引企業間勉強会 年１ 1

BCP・防災知識に関する勉強会 年１ 6

同上 随時 1

救命講習 年１ 1

BCP・防災管理者資格取得 年１ 1

避難場所・避難経路の確認 随時 1

緊急時連絡方法の周知 随時 3

家庭での防災備品の教育 随時 1

自宅における防災活動の教育 随時 1

応急危険度判定士に対する帳票記載要領の教育 随時 1

ポスター掲示による啓蒙 随時 1

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、前記プロセスで策定
したBCPが、ただ策定して終わりではなく、
実際に大災害等発生時に有効に活用できる

よう、日ごろからBCPに関する教育を従業員
に対して実施する仕組みを構築するところに
ある。

ステップ⑴ 従業員へのBCP教育を実施する

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図21のとお
り。以下順番に見ていく。
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ⅱ）E1-2：

◎従業員に対して、BCPに関する知識
や技能の習得支援をしている企業は
半分以上。

◎同支援に取り組んでいる企業の割
合は、大企業で75.0%、中小企業で
52.5%とかい離。

◎同支援が「役に立った」と感じている
企業の割合は、大企業で30.0%、中
小企業で10.0%と大きくかい離。

前項目同様、BCPに関する従業員教育の
必要性は明確であり、そのことは、大企業にお
いて「役に立った」と感じる企業の割合が多い
ことからも確認できる。一方で、中小企業にお
いて本項目の取組割合が半分位に止まって
いる理由としては、前記同様、BCPを整備後
それほど期間が経過していないこと等が考え
られる。

ステップ⑵ BCP訓練を実施する

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、前記プロセスで策定
したBCPが、ただ策定して終わりではなく、実
際に大災害等発生時に有効に活用できるよ
う、日ごろからBCPに関する訓練を実施する
仕組みを構築するところにある。

【図23】対応段階６〜BCPサイクルステージ４（BCP文化を定着させる）〜ステップ（２）（BCP訓練の実施）に関するアンケート結果

ⅰ）E2-1：

◎従業員が参加するBCPや防災に関す
る訓練を実施している企業は多い。

◎同訓練が「役に立った」と感じている企
業の割合は多いが、大企業で42.5%、
中小企業で27.5%とかい離。

◎同訓練が「難しい」と感じている企業
は、大企業で5.0%、中小企業で0%
とかい離。

BCPは「作りっ放し」の状態では必要なとき
に機能しない恐れがあるため、全従業員が参
加する形で訓練を実施し、適宜、従業員の意
識付けとプラン実効性検証を推進することが
重要である。したがって、本項目においては、取
組割合が高いという結果になった。また、「役に
立った」と感じている割合等が中小企業で相対
的に低い理由としては、BCPを整備後それほど
期間が経過していないこと等が考えられる。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図23のとお
り。以下順番に見ていく。
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ⅱ）E2-2：

◎緊急時に担う役割や、使用するツー
ル等に応じて、様々な対象者・方法・
レベルの訓練を実施している企業は
半分以上。

◎同訓練を実施している企業の割合
は、大企業で82.5%、中小企業で
52.5%と大きくかい離。

◎同訓練が「役に立った」と感じている
企業は、大企業で35.0%、中小企業
で15.0%と大きくかい離。

BCP訓練は、全従業員に対して実施するだ
けでなく、役割、使用ツール、レベルに応じて、き
め細かく実施することが望ましいが、かかる本
項目対応を実施している企業は半分以上に止
まる。BCP整備後それほど期間が経過してい
ないことがその理由として考えられ、今後は中
小企業においても取組が進むと思われる。

それでは、被災企業ではどのような訓練を
実施しているのであろうか。BCP記載項目調
査やインタビュー調査により確認できた結果
は図24のとおり。

ⅲ）E2-3：

◎自治体等の防災訓練の情報を入手し
ている企業は半分以上。

◎同情報を入手している企業の割合
は、大企業で80.0%、中小企業で
52.5%とかい離。

◎同情報の入手が「役に立った」と感
じている企業の割合は、大企業で
22.5%、中小企業で7.5%とかい離。

自社でBCP訓練を企画・運用する際、参考
となる自治体の情報を入手する活動は有効
であるが、本項目の取組割合は半分以上に止
まっている。その理由としては、中小企業にお
いてBCP整備後それほど期間が経過してい
ないこと等が考えられる。

ⅳ）E2-4：

◎自治体等の防災訓練に参加している
企業は半分以下。

◎同訓練に参加している企業の割合
は、大企業で57.5%、中小企業で
25.0%と大きくかい離。

◎同訓練への参加が「役に立った」と
感じている企業の割合は、大企業で
15.0%、中小企業で5.0%とかい離。

本項目の取組割合は、前項目よりも低いレ
ベルに止まっているが、今後は、自治体等も積
極的に推進しているとの背景もあり、増えてく
ると思われる。

項目 訓練種類 頻度 採用企業数

全社訓練・対策本部向け
訓練

情報連絡訓練 年１ 7

同上 随時 3

避難訓練 年１ 13

本部設置訓練 年１ 8

バックアップオフィス切替訓練 随時 2

緊急要員参集 随時 1

最寄拠点への参集訓練 年１ 1

夜間訓練 年１ 4

本部行動判断模擬訓練 年１ 9

同上 随時 2

被災地支援訓練 年１ 1

安否確認訓練 年4 1

同上 年2 3

同上 年１ 10

同上 月１ 2

各役割・機能・部門ごと
訓練

消火器・消火栓の放水訓練 年１ 4

社内放送訓練 年１ 1

緊急地震速報対応訓練 年１ 2

同上 年2 1

発電機稼働訓練 年2 1

救出・救護訓練 年１ 4

帰宅者支援訓練 年１ 1

災害優先電話訓練 年１ 1

取引先への連絡・支援訓練 年１ 1

マスコミ対応訓練 年１ 1

生産ライン復旧シミュレーション訓練 年１ 1

生産設備復旧訓練 年１ 1

復旧手順訓練 年１ 1

システム障害時対応 随時 2

重要業務担当部門ごと訓練 随時 2

停電時のシャッター開閉訓練 随時 2

バックアップシステム稼働訓練 年１ 2

バックアップシステム切替訓練 随時 1

来訪者の避難と誘導訓練 年１ 1

電気・ガスの緊急遮断・被害確認訓練 年１ 1

協力会社との連絡体制訓練 年１ 1

無線機の稼働訓練 随時 1

【図２４】BCPに関する訓練事例（全22社のBCPを確認、ならびに7社にインタビューした結果。複
数の訓練を実施している企業があるため、調査対象数と採用企業数の合計は不一致）

ⅴ）E2-5：

◎各従業員が自分の役割、責任、権限等
を理解している企業は多い。

◎同理解が「役に立った」と感じている
企業の割合は、大企業で32.5%、中
小企業で20.0%とかい離。

本項目は前記組織や教育に関する項目と
も重複するが、その必要性は明確であり、取
組割合や「役に立った」と感じる割合が高いと
いう結果になった。
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【図２５】対応段階６〜BCPサイクルステージ４（BCP文化を定着させる）〜ステップ（３）（BCP文化の醸成）に関するアンケート結果

ⅰ）E3-1、3-2：

◎経営が事業継続に関する取組を積極
的に支持しており、経営のかかる姿
勢が従業員に理解されている企業は
多い。

◎同経営の姿勢が従業員に理解さ
れている企業の割合は、大企業が
90.0％、中小企業が67.5%とかい
離。

◎同理解が「役に立った」と感じている
企業の割合は、大企業で25.0%、中
小企業で15.0%とかい離。

BCP発動時には、経営のリーダーシップの
もと全社員が一丸となって対応にあたること
が求められるため、本項目においては、対応割
合が高いという結果になった。中小企業にお
いて従業員の理解が相対的に遅れているの
は、代表者に権限が集中しがちな中小企業の

特性や、BCPを整備後それほど期間が経過し
ていないこと等がその要因だと考えられる。

ⅱ）E3-3：

◎事業継続に関する全社的取組に従
業員が積極的に関与している企業は
多い。

◎同関与ができていない企業の割
合は、大企業で5.0%、中小企業で
27.5%とかい離。

◎同関与の推進が「難しい」と感じてい
る企業の割合は、大企業で5.0%、中
小企業で0%とかい離。

◎同関与が「役に立った」と感じている
企業の割合は、大企業で25.0%、中
小企業で7.5%とかい離。

前項目同様、本項目の必要性は明確であ
り、企業の取組割合も高い。また、相対的に中
小企業の取組が遅れているのは、前記同様、
BCP整備後の時間経過が短いこと等が要因
だと思われる。

ステップ⑶ BCP文化を醸成する

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、前記プロセスで策定
したBCPが、ただ策定して終わりではなく、実
際に大災害等発生時に有効に活用できるよ

う、日ごろからBCPに対する経営者や従業員
の前向きな姿勢が「会社文化」として定着する
ような仕組みを構築するところにある。

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図25のとお
り。以下順番に見ていく。
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ⅲ）E3-4：

◎経営と従業員のコミュニケーションが
適切にとれている企業は多い。

◎同コミュニケーションが「難しい」と
感じている企業の割合は、大企業で
0%、中小企業で5.0%とかい離。

前項目同様、本項目の必要性は明確であ
り、企業の取組割合も高い。

ⅳ）E3-5：

◎家庭用防災用具の配布等、従業員の
安全を守るための対策を講じている
企業は半分以下。

◎同対策を講じている企業の割合は、大
企業で62.5%、中小企業で20.0％と
大きくかい離。

◎同対策が「役に立った」と感じている
企業の割合は、大企業で17.5%、中
小企業で7.5%とかい離。

従業員を守るための対策を会社として可
能な限り実施した方がいいのは間違いない
が、「どこまで」実施すればよいのかは、コスト
面にも配慮する必要があり、悩ましい問題で
あると認識している様子がうかがえる。した
がって、本項目においては、取組企業の割合が
特に中小企業において低く、全体でも半分位
にとどまるという結果になった。

ⅴ）E3-6：

◎事業継続の取組に関する情報等が社
内に周知されている企業は多い。

BCP発動時には、全社員が一丸となって対
応にあたることが求められるため、本項目にお
いては、取組割合が高いという結果になった。

ⅵ）E3-7：

◎従業員の事業継続に関する取組みへ
の参加や貢献を評価するための制度
を導入している企業は少ない。

前記と同様の趣旨から、本項目のような制
度が一定役に立つことは間違いないが、対応
割合が他項目と比べて極端に低いことからも
わかるとおり、すぐに対応すべき項目とは評価
できない。
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対応段階７ BCPサイクルの継続運用⑤〜BCPの診断、維持・更新を行う

本対応段階は、「どうやってBCPを策定し
日常的に運用するのか」というBCPの策定・
運用の具体的な進め方を整理した「BCPサ
イクル」の最後のプロセスだと位置付けられる

（P14．図８参照）。

本対応段階の狙いは、前記プロセス（対応
段階６．BCP文化の定着）と同様、BCPが実際
に大災害等発生時に有効に活用できるよう、
BCPの整理内容が自社の事業継続にとって
本当に有効かどうかを適宜診断・チェックする

仕組みや、BCPの記載内容を訓練等の結果
を踏まえ最新のものに更新する等、BCPを維
持・更新する仕組みを構築するところにある。

ここでは、対応段階をさらに以下（１）、（２）
の２つのステップに分けて整理をしていく。

【図26】対応段階７〜BCPサイクルステージ５（BCPの診断、維持・更新）〜ステップ（１）（BCPの診断・チェック）に関するアンケート結果

ⅰ）F1-1：

◎BCPの診断計画が明確に規定されて
いる企業は少ない。

BCPは「作りっ放し」の状態では必要なと
きに機能しない恐れがあるため、定期的に見
直す仕組みを作ることは重要である。本項目
はかかる仕組みのひとつだと位置付けられる
が、取組割合が低い結果にとどまっているの
は、中小企業を中心に、BCP整備後にさほど
期間が経過していないなか、そもそもBCM構
築の最終工程に位置付けられる本取組に着
手できていない企業が多いことが要因だと思
われる。

【図27】BCPの診断項目例（全5社のBCPを確認のうえ、共通項目をインターリスク総研にて整理）

分類 診断項目

事前対策の推進状況
事前対策の推進状況

重要なデータや文書のバックアップの実施状況

BCPの右記項目の変更の反映状況

組織変更、人事異動、連絡先変更

関係先の人事異動による電話番号やメールアド
レスの変更

重要取引先情報の変更

BCPの右記項目の環境変化を踏まえた改善状況

法改正

被害想定変更

新たな事業・業務の追加・変更

BCPを変更した場合の関連文書の更新状況 −

BCMの推進状況

計画の抜け・漏れ改善状況

教育訓練の実施状況と、洗い出された課題の
計画への反映状況

メンバー・従業員のBCPへの理解と認識状況

経営層によるレビューの実施状況

ステップ⑴ BCPの診断・チェックを行う

1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、策定したBCPが、実
際に大災害等発生時に有効に活用できるよ
う、BCPの整理内容が自社の事業継続にとっ

て本当に有効かどうかを適宜診断・チェック
する仕組みを構築するところにある。

2項目分析

　本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図26のと
おり。以下順番に見ていく。
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1本ステップの趣旨

本ステップの狙いは、策定したBCPが、実
際に大災害等発生時に有効に活用できるよ
う、BCPの記載内容を訓練等の結果を踏ま
え、最新のものに更新する等、BCPを維持・
更新する仕組みを構築するところにある。

【図28】対応段階７〜BCPサイクルステージ５（BCPの診断、維持・更新）〜ステップ（２）（BCPの維持・更新）に関するアンケート結果

2項目分析

本ステップにおける分析項目ならびにこれ
ら項目に関するアンケート結果は図28のとお
り。以下順番に見ていく。

ステップ⑵ BCPの維持・更新を行う

ⅱ）F1-2：

◎BCP診断を定期的に実施している企
業は少ない。

◎同診断を実施していない企業の割
合は、大企業で42.5%、中小企業で
67.5%とかい離。

前記項目同様、本項目が必要であることは
間違いないが、BCP整備後の経過時間が短
い等の理由で、中小企業を中心に本項目への
対応割合が低いという結果になっている。

それでは、被災企業ではどのような診断項
目で診断・チェックを実施しているのであろう
か。BCP記載項目調査により確認できた結果
は前頁図27のとおり。

ⅲ）F1-3：

◎BCP診断のためのチェックリストを
有する企業は少ない。

本項目の必要性と取組割合が低い理由
は、前項目と同様である。
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ⅳ）F2-4：

◎訓練等で洗い出された問題点が、
BCPの更新に反映される仕組みがあ
る企業は半分位。

◎同仕組みがある企業の割合は、大企
業で82.5%、中小企業で32.5％と大
きくかい離。

◎同仕組みが「役に立った」と感じてい
る企業の割合は、大企業で12.5%、
中小企業で2.5%とかい離。

本項目への取組は、問題点を放置しないよ
うにするために当然必要であるが、中小企業
における取組割合が低いため、全体でも半分
位との結果にとどまっている。その理由として
は、BCP整備後の時間経過が短いこと等が考
えられる。

ⅴ）F2-5：

◎組織体制、取引先、取扱製品等の大
きな変更点などが、BCPの更新に反
映される仕組みがある企業は半分
以下。

◎同仕組みがある企業の割合は、大企
業で60.0%、中小企業で22.5％と大
きくかい離。

本項目の必要性と中小企業において取組
割合が低い理由は、前項目と同様である。

ⅵ）F2-6：

◎BCPの不適切な点を経営に伝える仕
組みがある企業は半分位。

◎同仕組みがある企業の割合は、大企
業で75.0%、中小企業で37.5％と大
きくかい離。

BCP発動時には、経営のリーダーシップの
もと全社員が一丸となって対応にあたること
が求められるため、本項目は全企業が当然対
応すべき項目であるといえるが、その取組割
合は、中小企業における割合が低いため、全
体でも半分位にとどまっている。その理由は
前記のとおり、BCP整備後の時間経過が短い
ところにあると思われる。

ⅶ）F2-7：

◎BCPの更新が従業員に周知される仕
組みがある企業は半分以上。

◎同仕組みがない企業の割合は、大企
業で10.0%、中小企業で40.0%と大
きくかい離。

本項目の必要性と中小企業において取組
割合が低い理由は、前項目と同様である。

ⅰ）F2-1：

◎BCPの維持・更新について明確に規
定している企業は半分以下。

◎同維持・更新を規定していない企業の
割合は、大企業で20.0%、中小企業
で62.5%と大きくかい離。

　　　　
BCPは「作りっ放し」の状態では必要なとき

に機能しない恐れがあるため、定期的に見直
す仕組みを作ることは重要である。本項目は
かかる仕組みのひとつだと位置付けられる。
大企業で前ステップの「BCPの診断等」と異
なり、取組割合が高いとの結果になっている
のは、定期的に会議で話題に出す等、手続き
面を規定することでアンケート項目をクリアで
きることが要因だと思われる。一方、中小企業
で前ステップ同様、取組割合が低いとの結果
になっているのは、BCP整備後の時間経過が
短いため、BCM整備の最終工程である本項
目に着手できていないことが要因だと思われ
る。

ⅱ）F2-2：

◎BCPの運営体制の見直しを必要に応
じて実施している企業は半分以上。

◎同見直しを実施している企業の割
合は、大企業で85.0%、中小企業で
47.5%と大きくかい離。

BCPが必要な時に機能するためには、その
運用体制が企業の現状を踏まえ、最適なもの
かどうかを適宜検証のうえ見直すことが重要
であるが、本項目の取組割合は中小企業にお
ける割合が低いため、全体でも6割程度にと
どまっている。その理由は、人的資源が限られ
ている中小企業においては、そもそも変更の
必要性が低いことや、BCP整備後の時間経過
が短いこと等が考えられる。

ⅲ）F2-3：

◎BCPの運用に必要な経費を見積も
り、予算化できている企業は少ない。

◎同予算化ができている企業の割合は、
大企業で45.0%、中小企業で12.5%
と大きくかい離。

BCPの整備において、特にハード対策を中
心にコストがかかるのは当然の話であるが、
本項目のような予算化等の取組割合は低い
という結果になっている。この結果は、大企業
と中小企業との取組割合のかい離が著しい
ことからもわかるように、BCPにまわす資金
的余裕がないことが大きな要因であると考え
られる。

ⅷ）F2-8：

◎BCPの外部審査を受けている企業は
少ない。

◎同外部審査を「難しい」と感じている
企業の割合は、大企業で7.5%、中小
企業で0％とかい離。

本項目のような外部審査がBCPの維持・
更新に一定役に立つことは間違いないが、対
応割合が他項目と比べて極端に低いことから
もわかるとおり、すぐに対応すべき項目とは評
価できない。
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第 2 章　被災企業へのインタビュー記録

アストロ・テック本社

市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

元吉郡南三陸町 17,429人 6弱 838人 3,143戸

アストロ・テック
〜震災を契機に、異分野の新規事業に取り組み、

事業の継続と売上増を実現〜

1．はじめに

アストロ・テックは、宮城県南三陸町
に拠点を置く企業である。東日本大震災
（以下「震災」）を契機として、従来の電
子部品の組立製造に加え、新たにバッグ
の製造を始め、震災から3年目には、売
上高を震災前の1.67倍にまで伸ばした。

インタビューでは、震災後の困難な状
況下での事業復旧から新規事業開発に
至る、事業継続の取り組みについてうか
がった。

【お話をうかがった方】
アストロ・テック
代表取締役　　　佐藤 秋夫 氏

（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4
月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

会社概要 宮城県内の拠点

社　　　　名	：アストロ・テック
設 　 　 　 立	：2003年7月
業 　 　 　 種	：電子部品・バッグ・ポーチ製造
資 　 本 　 金	：個人事業（2014年3月現在	法人化手続き中）
従 業 員 数	：18人
本 社 所 在 地	：宮城県本吉郡南三陸町入谷字桜沢357-7

2．震災時の対応

 ⑴震災直後の状況

社員23名（震災当時）の会社であり、
安否確認の仕組みや津波を想定した訓
練など、緊急事態に備える取り組みは特
段行っていなかったが、地震津波の恐ろ
しさと避難の重要性だけは、社員と共有
していた。

震災時、車で気仙沼に出張中だった
社長は、強い揺れを感じた後すぐに高台
へ向かった。国道45号線を走行中、前方
で車が津波にのまれるのが見えたので、
とっさに山側に上る道に車を寄せた。直

後に津波が来た。
日が暮れてから雪が降る山の中を5時

間ほど歩いて避難した。ラジオで南三陸
警察署の３階まで浸水したと聞いて、信
じられない思いだった。自宅は津波で流
されており、2日目には町内にある大き
な避難所に入った。言葉もない、涙もな
い茫然自失の状態ながら、自治体の区
長として地区内の二百世帯あまりの安否
確認を行ったが、連絡は取れない状態
が続いた。家族と再会できたのは3月19
日である。社員の安否確認には約２か月
要した。
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 ⑵事業の復旧と継続に向けた取
り組み

①代替拠点での応急復旧　　
従業員の雇用を守るのは経営者の使

命であるため、社長は、避難所での生活
が少し落ち着いた頃から、内陸部に代替
拠点を立ち上げる準備を始めた。

震災後、被災地では「上を向いて歩こ
う」がよく歌われた。震災直後には交通
手段がなく、登米市まで代替拠点を探し
に行く際、社長はこの歌を歌いながら歩
いていったという。

登米市内に代替拠点を立ち上げ、電子
部品の組立製造を一部再開したのは4月
3日である。沿岸部にあった旧社屋は、津
波で一階部分が浸水したが、二階に保管
していた部品や高額商品をいくらか持ち
出すことができた。要員確保には苦慮し
た。避難所を回って、安否が確認できた
社員を中心に、時間の許す限りでいいか
らと呼び掛け８〜９名集めた。

登米市の代替拠点では1年半ほど操業
した。2012年10月、南三陸町の内陸部に
土地を借りる目途がたったため、銀行融
資により新しい工場を建て、現在に至る。

　　
②新規事業への取り組み

2003年の会社設立以来、通信機器、医
療、防災関係の電子部品やケーブルの組
立製造に従事していた。新規事業のバッ
グ製造は、一般社団法人ルーム ニッポン
（以下「LOOM」、詳細は本報告書の次
頁参照）のプロジェクトに参加したことに
よって始めたものである。

社長は、震災前から、一次産業以外の
業種が少ない南三陸町に新たな産業が
興すきっかけをつくりたいと考えていた。
そうした中、2011年6月頃、LOOMの加賀
美由加里代表から、知人を通じて、バッ
グの受託製造プロジェクトの誘いがあっ
たのである。雇用創出というLOOMの趣
旨に賛同し、電子部品の組立製造の事業
から撤退するのではなく、バッグ製造と
いう新規事業開発に取り組むというスタ
ンスではじめることを決断した。事業開
始にあたっては、東京でバッグを製造す
る会社（以下「老舗バッグメーカー」）か
ら紹介のあった、バッグ製造に必要な高
額機械の無償提供を辞退し、ローンでの
購入とさせてもらうなど、あくまで自立す
る企業としての姿勢を貫いた。

ミシンなど必要最低限のものを揃え
て、できるところからスタートしたのが
2011年9月、裁断機などの機械設備が本
格的に揃ったのは2012年の4月だった。
同年6月には、東京都内の老舗セレクト
ショップにて、販売に関する打合せを実
施している。

実際の作業は、ミシン作業の経験を持
つ社員を中心にできることから始めた。
当初は、毎月1回、老舗バッグメーカーの
方から技術指導を受け、試行錯誤してノ
ウハウを習得していった。

電子部品とバッグとでは、技術が大き
く異なるが、丹精を込めて作る姿勢や生
産管理や品質管理の考え方など共通する
点もある。バッグ製造でも電子部品の品
質管理の経験を活かして、品質や精度に
はこだわって製造している。

老舗バッグメーカーの方から技術指導
を受ける中で、電子部品製造業の経験か
ら、職人の方とは異なるやり方を提案す
ることもある。業務改善の取り組みも電
子部品製造と同様、当たり前のこととし
て実行している。

当初は、バッグの製造工程のすべてを
担うのではなく、自社製造が可能な工程
のみを担当したが、事業の開始から３年で
一貫生産できるようにするという方針をた
て、２年でそれを実現した。デザインをイ
ンターネットで募集し、材料の仕入れから
成型まで一貫生産する「メイド・イン・アス
トロ・テック」製品を製造したのである。

被災地の復興支援からはじまった新規
事業だが、自立的に取り組むことが本当
の意味での復興だと考えている。

③売上構成比の変化
2011年度の売上構成比は、電子部品：

バッグ＝7：3だったのが、2012年度には、
バッグの売上比率が６割となった。2013
年度もほぼ同じ割合の見込みである。全
体の売上は、震災前から1.67倍に増えた
が、バッグ売上の貢献が大きい。実際に
バッグ製造を始めたときには慣れない作
業に苦労も多く、ただ必死に無我夢中で
やってきたが、後から考えると、加賀美氏
からのお話で新たな事業に踏み出したこ
とは、事業継続の大きな力になり、チャン
スをうまく掴むことができたと感じる。

④社員が震災で受けた心の傷からの回復
23人いた社員は、震災後に10人に減っ

た。それぞれが過酷な経験をして、さまざ
まな事情から退職する社員もいた。会社
としては無理に引き止めることもできず、
個人の意思に任せるしかなかった。残っ
た社員に対しても、辛い経験には一切触
れず、来られる時間にだけ出社してもらう
という対応を取った。

時間が解決するしかないと考えていた
が、少しずつであったが、挨拶からはじ
まって、自然な笑い声が職場から聞こえる
ようになってきた。目の前の仕事に意識を
向けることで、気持ちが少しずつ上向いて
いくきっかけになったのかもしれない。

　3．震災から見えた課題と
その対応

①従業員の命を守る
従業員の命を守ることは、事業を継続

するにあたって最も重要なポイントにな
る。小規模な企業であることから特別な
仕組みはないが、津波避難については意
識して社員に指導している。現在の社屋
が内陸部にあるため、地震津波の恐れが
ある場合は「会社に来て、そこから離れる
な」という指導をしている。平常時から、
避難場所の特定や「まず逃げて、その後で
考える」といった意識づけが大切である。

②水の確保
震災では、何より水が大切であると再

認識したため、会社の敷地内に井戸を
掘って、飲料水と生活用水を確保し、併
せて、水を汲み上げるための自家発電機
も配備した。

③補助金の申請
新工場の建設に際し、各種の公的補助

金の申請はしたが、条件が合わずすべて
却下された。「中小企業等グループ施設
等復旧整備補助事業に係る補助金」（中
小企業庁）の申請も検討したが、グルー
プ候補の企業とは業種や規模が異なるた
め、辞退せざるを得なかった。

また、登米市で代替拠点を立ち上げた
際、従業員を追加採用したが、「特定求
職者雇用開発助成金（被災者雇用開発
助成金）」の施行前の採用であったため、
同助成金の対象とはならなかった。

アストロ・テック第2章
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夢と価値観をシェアして、リスクを回避する
〜 バリュー・シェアリングを軸とした震災復興 〜

震災にかかる各種補助金や助成金の
制度は、小規模事業者には対象外となっ
てしまうケースが多かった。小規模事業
者が利用しやすい、事務が煩雑ではな
く、比較的少額な融資があれば助かった
企業も多いと思う。

4．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

①命があればなんとかなる
被災地で事業を継続する上で、さまざ

まな苦悩や思いがある。しかし、あきらめ
なければできると思っている。逆に、ダメ
だと思ったらダメになる。何もないかもし
れないが、何かないかと思ってみる。でき
ることから始める。

生きたくても生きられなかった人がた
くさんいる。いろいろ考え込んでしまう
と動けなくなるが、今、生きているのだか
ら、なるべく前を向いて行動することが
大切だ。

②地域の復興を考える
新規事業としてバッグ製造に取り組む

ことについて、当初、地域社会から理解
されない面があった。それでもバッグ製

造には、社として取り組む意義がある。
自社の取り組みがきっかけとなって、この
地域にファッション関連の事業が増えれ
ば、若者の雇用を生み、都会に出て行っ
た人々が地元に戻ってくるのではないか
と考えるからである。

地域社会の一員として南三陸町の復興
を願い、南三陸町にもファッション産業と
いう働く場所がある、と若者を振り向か
せるきっかけになればと思ってバッグを
作っている。新たな事業による雇用の創
出を通じて、地域社会の復興・活性化に
貢献したい。

以上
　
　

東日本大震災（以下「震災」）後、震災復興を目的とし
た数々の支援団体が活動を開始した。

被災地のニーズは時間の経過とともに、また、それぞれ
の被災状況に応じて刻一刻と変化する。震災のような広
範な激甚災害では、そうした被災地のニーズのすべてに
対し、行政がきめ細やかに対応するのは難しい。行政機
能自体が被災していればなおさらだ。機動力があり、ノウ
ハウやアイディアが豊富な民間の支援団体の力を活用す
ることが、復興への重要な足がかりとなる。それは、事業
継続の分野でも同様である。実際、アストロ・テック（本報
告書の36頁参照）の事業継続について、バッグの製造とい
う新規事業開発の糸口を提供し、側面から支えたのは、
一般社団法人ルーム ニッポン（以下「ＬＯＯＭ」）の活動
だった。

アストロ・テックのインタビューに先立ち、ＬＯＯＭ設
立の経緯と震災復興活動の実際について、加賀美代表に
お話をうかがった。

＊＊＊

ＬＯＯＭは、被災地での雇用創出などを通じて継続的
に復興に取り組むことを目的として設立された。ＬＯＯＭ
とは「Love Of Our Motherland」の略で郷土愛を意味
する。被災地の中と外にいる人々が、日本という郷土を愛
する心をあわせ、ともに復興に取り組むという想いが込
められている。“loom”はまた、英語で「織機」を意味す
る。震災を経て、同じ時代を生きる人 （々横糸）が力を合
わせて歴史（縦糸）を紡ぐための「織機」となりたいとい
う想いも込めている。

ＬＯＯＭの活動は「KIBOU311」と名付けられ、津波で
多くの木が失われた南三陸町に、20年かけて3,000本の桜
を植樹するというプロジェクトから始まった。20年かかる
とされる桜の成長を、南三陸町の子どもたちの成長にな
ぞらえ、なるべく多く植樹することで、子どもたちとその
将来に希望をもたらしたいとの願いを込めて始めたもの
である。

この植樹には、鎮 魂の意味も含まれている。初 回
（2012年3月）に植樹（写真）した場所のひとつ、戸倉中

【お話をうかがった方】　一般社団法人 ルーム ニッポン
代表　　　加賀美 由加里 氏

震災復興のかたち〈コラム〉
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アストロ・テック第2章

学校は海抜8メートルに位置し、チリ地震（1960年）の際
の津波の高さ6.4メートルより高台であるため、震災当時
は避難場所になっていた。ところが、震災の大津波は15
メートルに達し、避難していた多くの住民の方がこの避難
所で亡くなった。

　
　

ふたつ目のプロジェクトが、南三陸町での雇用創出と
新たな地場産業の創出につなげる、ファッション・バッグ
の製造である。

加賀美代表は、震災直後から「震災復興に必要なのは
資金だけではない。働く場所、即ち雇用があってはじめて
地域での生活を続けられるのだ」という想いを持ち続け
ていた。そして、自身が長年携わってきたファッション産
業を通じた貢献の方法を考えた。もし、南三陸町にファッ
ションという新たな産業が少しずつでも育てば、まず、
ファッションに興味を持つ女性が地元で働きながら技術
を学ぶことができる。若い女性が地元に残れば、いった
んは地元を離れた男性も戻ってくるかもしれない。人が多
くなれば、地域社会の復興・さらなる発展に弾みがつくと
いうビジョンを描いたのである。

本プロジェクトの中心に、バッグの製造を据えたのは、
女性にとってバッグとは、最もよくイメージを伝えるアイテ
ムだからである（男性にとってはネクタイが該当）。また、
本プロジェクトを一過性のものにしないため、世界のマー
ケットで通用するバッグで勝負する方向性を打ち出した。
そうしたバッグにはブランドストーリーが必要である。3
月11日震災の当夜は、雪がちらつく中、美しい星空が広
がっていたという話を三陸地方の知人から聞いていた。
宮城県で星と言えば七夕祭りが思い浮かぶ。このふたつ
から着想を得て、女性の象徴たるバッグを手織る織姫（女

性）を、南三陸の地に増やしていくというストーリーが生
まれた。バッグ自体のデザインにも、震災当夜の、希望を
象徴する星の輝きと雪を表す白に、津波の恐ろしさを忘
れないため、津波の黒い水の色を組み合わせた織模様を
採用した。さらに、バッグの売上の一部を桜の植樹費用に
あてるという、地域への利益還元のしくみも併せて構築
した。

このプロジェクトに共鳴してくれたのが、桜の植樹プロ
ジェクトでお世話になった方から紹介された、アストロ・
テックの佐藤社長だった。アストロ・テックという社名は、
「明日をとろう」に由来すると聞いている。震災前の状態
に戻すだけでは復興にはならない。進化してよりよいもの
を目指すという、経営者としてのマインドが前向きである
ことが、震災という有事における強さのもとになっている
と思う。会社を率いるリーダーの意識がこのようにしっか
りとして前向きであれば、人々は困難の中でも希望をもっ
て歩いていくことができる。この人について行けば、安
心できる、明日がある、と思わせることが、人々を勇気づ
け、復興の大きな原動力になる。

明日に目を向けることと同様に、経営者にとって大切
なのは覚悟だと思う。バッグ製造という新規事業を手掛
けるにあたって、佐藤社長は「バッグメーカーになる」とい
うゆるぎない覚悟をお持ちになり、それが早期の事業立
ち上げに結びついた。

最後に、日頃から、なるべく多くのステークホルダーと
価値観を共有していることがリスクヘッジにつながるとい
うことを指摘したい。たとえば、地域貢献などによる社会
への利益の還元（Profit Sharing）に高い意識をもつ企
業は、社会と価値観を共有（Value Sharing）しているか
ら、有事の際も共感を呼びやすい。つまり、リスクを回避
しやすいのだ。利益や価値観を共有することは、付随する
リスクを共有することでもある。株主に配当することだけ
を考えるのではなく、ステークホルダーに「適正に配分す
る」という視点が大切である。

リスクがもつポジティブな側面をシェアすれば、おの
ずとネガティブな側面もシェアできると考えると良いだろ
う。夢や希望、その具現化のための目標という価値をシェ
アすることで、リスク低減を図るのである。LOOMがアス
トロ・テックと共有しているのは、南三陸をファッション
の一大生産地にするというわくわくする夢である。この夢
を実現することで、結果として、雇用の喪失や経済の衰退
というリスクが回避されると考えている。これは、ひとつ
の震災復興のかたちであるばかりでなく、これからの企
業が進むべき道だろう。

以上

【写真】戸倉中学校の桜
（出典：一般社団法人 ルーム ニッポンより提供）
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市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

遠田郡涌谷町（涌谷工場）(※) 17,494人 6強 3人 144戸

大崎市（古川工場、北原工場） 135,147人 6強 7人 596戸

角田市（角田工場） 31,336人 6弱 0人 13戸

アルプス電気株式会社
〜経営陣の迅速な意思決定でラインの復旧と製品の供給を実現〜

1．はじめに

アルプス電気株式会社は、電子部品・
音響製品を製造販売する企業で、国内で
は宮城県、福島県、新潟県に生産拠点を
展開している。宮城県内には、古川工場、
涌谷工場、角田工場、北原工場の４工場

と仙台に開発センターがある。東日本大
震災（以下「震災」）では古川工場のある
大崎市で震度６強を記録するなど、県内
各拠点で設備等に被害を受けた。

震災時は、発災から３日目までには取締
役が新潟経由で現地の被災工場に入り、
被害状況を視察するとともに、現地で直接
指揮をとった。この指揮のもと、全社を統

括する生産計画部門にて調達から出荷ま
でを一元的に管理し、顧客の需要に応じ
た安定供給を維持すべく対応を行った。自
社の他工場に機械を移設して代替生産を
行うことで事業を継続し、結果的に供給の
維持に成功したことで海外の納品先メー
カーから高い評価と信頼を得ることがで
き、復旧後の受注増にもつながった。

【お話をうかがった方】
アルプス電気株式会社　
管理本部 涌谷総務課 課長　  川畑 康成 氏

（環境管理 安全衛生担当）　　佐野 孝司 氏

（※）お話をうかがった拠点
（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4

月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

会社概要 宮城県内の拠点

社　　　　名	：アルプス電気株式会社
設　　　　立	：1948年11月1日
業 　 　 　 種	：機械・電機製品製造業
資 　 本 　 金	：236億23百万円
従 業 員 数	：36,199人（連結）
本 社 所 在 地	：東京都大田区雪ヶ谷大塚1-7
宮城県内拠点	：仙台開発センター（仙台市）
	 	 涌谷工場（遠田郡涌谷町）(※)

	 	 古川工場（大崎市）
	 	 角田工場（角田市）
	 	 北原工場（大崎市）

仙台開発センター

角田工場

古川工場
北原工場

涌谷工場
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なお、事業継続関連文書は震災前から
策定しており、震災時には、発災直後か
ら対策本部を立ち上げ、ほぼマニュアル
どおりに体制をととのえて対応にあたるこ
とができた。

インタビューでは、震災時の対応と事
業継続関連文書を中心とした事業継続
への取り組みなどについてうかがった。

2．震災時の対応

 ⑴緊急事態準備の状況

2005年12月に危機管理関連のマニュア
ル（災害対策用）は策定していた。2010
年には取引先からの要望をもとに、取引
上のリスクをどの程度見積もるかについ
て検討を加え、上記のマニュアルを増補
改定していた。震災時には、2010年版に
もとづいて対応にあたった。

地震に関する緊急事態準備について
は、新潟県中越地震（2004年）による新
潟工場の被災、宮城県沖地震（8・16宮
城地震；2005年）や岩手・宮城内陸地震
（2008年）などの経験を通して、被災時
に工場で必要となる物資など、基本的な
事項に関するノウハウが一定蓄積されて
いた。

 ⑵初動対応

①対策本部
震災時、本社では役員主導で全社危機

対策本部を立ち上げ、各工場では工場長
主導で拠点危機対策本部を別途設置、
本社と連携する体制をとった。新潟工場
には被害がなかったため、新潟工場に備
蓄していた物資を、宮城県内拠点を含む
東北の被災拠点に送り込むことができ
た。複数の拠点で被害が発生していたた
め、各工場の状況を本社の対策本部で集
約して対応にあたった。

②安否確認
震災後通信手段が途絶したため、安否

確認には3〜4日を要した。津波で甚大
な被害に遭った石巻地区が涌谷工場の
通勤圏であったことも、安否確認に手間
取った要因のひとつである。震災直後に

無事の連絡が入ったにもかかわらず、そ
の後の津波で被害にあったケースがある
ため、直後の安否確認とともに継続的な
安否確認や身の安全確保のあり方につい
ても検討が必要である。

③情報収集と経営陣の意思決定
電話など通信手段が断たれた状況下、

東京の本社から新潟経由で3日目までに
は取締役が現地工場の視察に入り、自ら
被害状況を確認し、その場で指示を出して
いくという対応をとった。被害のあった東
北の６拠点を約１カ月にわたって巡回し、
取締役が現地でリーダーシップを発揮し
たことにより早期復旧につながった。

④その他の対応
電力は、買電の他に自家発電施設によ

るバックアップ体制をとっていたが、停電
時に自家発電施設も使用できないという
想定外の事態が発生した。その一方電力
会社の変電所が敷地内にあり、電力供給
契約に基づいて早期の電力供給が実現し
ている。　

別工場内にあったシステムは、建屋に
被害があったものの、データやアプリケー
ションも含めシステム自体に被害はなかっ
た（データのバックアップはとっていた）。

燃料は不足したが、全社で対応し東
京から輸送した。また復旧に関する資金
は、自己資金のほか保険や行政の補助金
などを活用した。

 ⑶復旧に向けた取り組み

①設備の復旧作業
工場各拠点では、メンテナンス関連の

取引先に応援を要請して設備等の復旧作
業を進めた。有事には支援をお願いでき
るような協力関係を平時から築いており、
緊急時に備えて連絡先のリストも作成して
いた。早い段階で取引先の協力を得られ
たことが奏功し早期復旧につながった。宮
城県内の工場では一週間程度で機械が復
旧し生産を再開、震災から二週間後には
本格稼働（24時間稼働）を開始した。

②代替生産と納入先メーカーによる評価
建物に一部損壊や地盤沈下の被害が

あった古川工場では操業できず、北原工
場に生産機械を移設して代替生産を再
開した。製品は海外の自動車メーカー向

けの車載品で、品質に関する認証を受け
た工場とは異なる拠点での生産であった
が、応急的に代替拠点で製造することに
ついてメーカー側から了解が得られ、代
替生産を進めることができた。機械を移
設しても品質管理ができるようなライン
のあり方について標準化が進んでいたこ
と、古川工場から技術社員も移動して作
業に従事できたことなどが代替拠点での
生産を可能にした要因である。

大規模な災害の下で製品の供給を継
続できた点で、海外の自動車メーカーか
ら高く評価され、結果的に受注増につな
がった。

3．事業継続の取り組み

①リスク評価の検討
近年、取引先からリスク評価を要求さ

れるケースが多いことを踏まえ、リスク評
価のためのスコアリングシートを策定し
ている。本社の所管部門で枠組みを策定
し、工場単位でリスク評価を行う。この取
り組みは、取引先からの要求に応えるた
めに必須と認識しており、年間計画の中
にも盛り込む予定である。取り組みをど
のように深化、活用していくか検討する
打ち合わせを、2013年10月から社内横断
で開始している。

②文書の整備と主な対象リスク
メインの事業継続関連文書は本社の

危機管理事務局で作成し、連絡先や地域
ごとの事業を盛り込んだ付属書類は各拠
点で作成している。具体的には、危機管
理に関する規定を上位規定として、その
下に各種のマニュアル類がある。主な対
象リスクは、地震等の自然災害系リスクと
インフルエンザ等の感染症リスクで、それ
ぞれで文書類を整備している。涌谷工場
に関わる自然災害系リスクのひとつとし
て、水災リスクへの対応がある。既に、涌
谷町に水害があった場合等に備え、町と
災害協定を締結しており、関連備蓄等の
検討を行っている。

メインの事業 継続関連 文書はマネ
ジャー層までを対象としており、緊急時
の対応、連絡網など個別の業務に応じた
各職場の対応マニュアルは別途作成して
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職場ごとにファイルし、一般の社員に内
容の周知徹底を図っている。

なお、事業継続関連文書の定期見直し
の仕組みを全社的に構築するため、2013
年から各工場の担当者間で協議を重ねて
いる。

③事業影響度分析、ライン被害発生時の
対応
製品が変わるサイクルが早く、生産拠

点の海外移転などの変更もあるため、実
態に合わせて継続的に事業影響度分析
を実施することは容易ではない。

ラインで被害が発生した際の対応で重
要なのは、生産に不可欠な機械をいかに
復旧するかと、免災した機械をいかに効
率的に稼働させるかという視点である。
例えば、ある製品の生産に必要な関連機
械設備が5種類のうち3種類しか稼働で
きないとしたら、その製品は製造できな
い。代わりに、免災した３種類の機械で
製造できる他の製品を当面生産すること
を考える。このような臨機応変な対応に
よって事業中断リスクを回避あるいは低
減することが必要であり、震災時はその
ような対応を行った。

④目標復旧時間の設定
目標復旧時間は二週間、金型に被害が

ある場合はそれより長い期間となってい
る。大規模な災害を想定すると、それよ
り早い復旧は現実的には困難であるとし
て、震災以前から実現可能な期間を想定
していた。

⑤企業間の連携
有事に備えて企業間で相互支援につい

て協定を結ぶという方法もあるが、当社
では具体的に文書に残す方法で協定を
交わすのではなく、取引先等と平常時か
ら良好な関係を築きながら、口頭ベース
で取引の優先度など必要事項について確
認している。

4．震災から見えた課題と
その対応

①初動対応
安否確認、周辺地域への影響有無の

確認、火災有無の確認、対策本部の立ち
上げなど、多くのことを動けるメンバーだ
けで対応しなければならなかった。有事
の際は発災からの経過時間によって刻々
と状況が変化する。したがって局面に応
じて何を優先的に実行すべきかについ
て予め定めておくことが重要だ。対策本
部で実施すべきタスクとそのための要員
が具体的に明確になっていることで、混
乱を一定回避できる。一枚紙のチェック
リストを整理しておき、対策本部のリー
ダーが指示しやすいツールがあるとよ
い。また周囲の関係者が実行すべきタス
クの進捗状況を共有できるように、時系
列のリストがホワイトボードに書かれてい
るとよい。

②在庫管理とラインの標準化
顧客に納入する製品は、中間在庫があ

るので、在庫情報を確認し、在庫がなけ
れば他の部品の使用を検討するなど、対
策本部の中で生産情報を把握しながら指
示が出ていた。結果的に納品先の顧客に
迷惑をかけないで対処できた。また、以
前は作業手順など技術面で工場独自に
進化している面があったものの、震災前
から生産ラインの標準化が一定進んでお
り、代替拠点での生産を可能にする大き
な要因となった。

③人財育成や顧客重視の組織文化
創業者の言葉に「企業は人なり」という

ものがあるが、人を育てることを重視し、
有事の際はみんなで力を合わせて乗り切
ろうという社風がもとからあった。涌谷
工場では石巻方面から通勤している従業
員が多く、津波の被害を受けた社員が多
数いたにもかかわらず、上記の社風から
出社する社員が多く、復旧の大きな原動
力になった。また、顧客に迷惑をかけな
いという姿勢を常に保って行動したこと
が適切な対応につながった。

④経営陣の迅速な意思決定
取締役が早い段階で現地の対策本部

に入って情報収集を行い、迅速な意思決
定を行った。現地の対策本部で取締役が
直接指揮をとったことで、本社の指示や
決裁を待つといった時間のロスがなく、
スピーディな対応へつながった。

5．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

①有事に備えた事業継続の取り組みを
平常時の業務に落とし込む
事業継続の取り組みを日常業務に取り

込んで、平常時から活動しておくことが大
切だ。企業は通常、アウトプットをいかに
効率よく行って利益を上げるかというこ
とを考える。緊急時の対応だけに平常時
からコストをかけるには限界があるのは
当然である。個別に事業継続のみを取り
出して、平常時の活動とは別に緊急時の
対応として考えるのではなくて、事業活
動の一環としてトータルでとらえることが
望ましい。

外部の環境によって臨機応変に対応
し、課題に優先順位をつけながら迅速な
意思決定とともに必要なタスクに対して
適切に経営資源を配分していく、という
行動の基本は、平常時の企業活動と有事
の事業継続活動で差はない。そのような
企業活動の積み重ねを仕組みとして文書
化し、有事に備えて外部のステークホル
ダーにも理解が得られる形で示すことが
事業継続の取り組みだ。

②サプライチェーン対応
原材料等の調達において、何がボトル

ネックになるのかについては、平常時か
ら把握しておく必要がある。自然災害だ
けでなく、調達先の工場で、マスコミで
報道されるような爆発などの重大事故
が発生した場合でも、自社製品の製造に
どのように影響するか、速やかに把握し
対処する必要がある。災害等で調達先や
自社の生産設備が被害を受けて復旧に
時間を要する場合でも、在庫の状況に応
じて、何を優先的に生産したらいいのか
判断しなければならない。そのために生
産情報を一元的に管理する仕組みが不
可欠である。平常時の機能として、工場
別ではなく全社的に統括する生産計画
部門があり、部品その他の在庫や受注
状況なども含めて一元的に管理していた
ため、想定外の被害状況下においてもそ
の仕組みが有効に機能し、迅速に対応
できた。

以上
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市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

大崎市（本社蔵）(※) 135,147人 6強 7人 596戸

栗原市（金龍蔵） 74,932人 7 1人 58戸

株式会社 一ノ蔵
〜地域の酒造メーカーとして、その土地での復興をめざす〜

1．はじめに

株式会社一ノ蔵は、宮城県大崎市に本社
を構える酒造メーカーである。大松沢丘陵
の豊富な地下水と良質の米に恵まれて、年
間1万9千石（一升瓶換算で190万本分；平
成20年現在）の酒を仕込む。

同社では、震災前から事業継続関連文
書の整備に取り組んでいた。東日本大震災
（以下震災）後には、その教訓を踏まえた
形でブラッシュアップし、2011年11月、「事
業継続計画（第一版）」として完成させた。

酒造業が事業継続に取り組む上で重要

な視点は、「地酒」である以上、原料（米、
水）は地域での調達が必須であるという点
と、免許制という枠組みでの事業であるた
め、代替拠点での応急復旧という選択肢が
実質的にとれない点である。一方で、この地
域に根差した「地酒」という商品の特殊性こ
そが、他の商品に「代替」されることのない
ブランド価値となり、消費者の購買意欲に
つながる。平常時から、同社が消費者との
良好な関係構築に取り組んできたこともあ
り、震災時も、この利点を活かした取り組み
が、消費者が主導するかたちで行われた。

インタビューでは、事業継続に取り組む
上で直面する酒造メーカーという事業の特

殊性、震災の経験を踏まえた対応策や課題
等についてうかがった。

　
2．震災時の対応

 ⑴緊急事態準備の状況

事業継続関連文書については、震災の数
年前から策定作業を進めていた。外部の専
門家に知見を求めるなどして、震災までに
は、中核事業と重要業務、それを支える経

【お話をうかがった方】
株式会社 一ノ蔵　
管理課　　　　課長　　大江 勝利 氏
管理課 総務係 主任　　笠原 修 氏

（※）お話をうかがった拠点
（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4

月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

会社概要 宮城県内の拠点

社　　　　名	：株式会社一ノ蔵
設　　　　立	：1973年1月
業 　 　 　 種	：食料品製造業（清酒製造）
資 　 本 　 金	：1億5,000万円
従 業 員 数	：160人（関連会社含む）
本 社 所 在 地	：宮城県大崎市松山千石字大欅14
宮城県内拠点	：一ノ蔵本社蔵（本社所在地に同じ）(※)

	 	 一ノ蔵金龍蔵（宮城県栗原市）

一ノ蔵本社蔵

一ノ蔵金龍蔵
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営資源のリスト化、取引の優先順位付けま
では作業が進んでおり、役員レベルで認識
を共有できていた。震災時にはその取り組
みを活かして対応にあたった。

社員の安否確認手順は、規定として明確
になっていない点もあったが、各部門単位で
緊急連絡網を事前に作成して備えていた。防
災訓練については、年1回実施していた。

　
 ⑵初動対応

①安否確認と対策会議
震災当日の安否確認では、外出中の営

業担当に連絡がつかないなど対応に苦慮し
た。夜間は、本社の入口に張り紙をしておく
などして対処した。大半の社員は、週明け3
月14日までに安否が確認できたが、数名の
確認が遅れ、最終的には一週間余りで全て
確認できた。

震災当日、社長は東京・大阪方面の出張
中で、夜通し車で移動してようやく翌3月12
日に本社に戻ることができた。同日、取締
役全員と主な管理職が本社に参集して対策
会議を実施した。以後、翌週から毎朝、役員
と関係部門の管理職で対策会議を継続的
に実施した。

　
②役員不在の中での緊急対応

震災当日、取締役全員が不在であった。
指揮権に関わる代理順位について明確に定
めていなかったため、現場にいた管理職の
判断で対応した。社員をすぐに退社させる
ことなく慎重に検討し、最終的には一旦帰
宅させることにしたが、時間を置いて意思
決定したことは、結果的に石巻方面に自宅
のある社員が津波の被害に巻き込まれる事
態を回避することにつながった。

 ⑶復旧に向けた取り組み

①被害状況と復旧
震災では、本社の建物やエレベーター等

の設備、工場の貯水タンクなどが被害を受
け、在庫品の酒瓶が約1万7千本破損する被
害も生じた。しかし、本震・余震（4月7日）
とも原酒の貯蔵タンクに被害がほとんどな
く、瓶詰の製造ラインなどの復旧に注力す
ることができたため、出荷を早い段階で再
開できた。製造ラインは、約１カ月（2011年4
月18日）で完全復旧した。

同社では、関係者と情報共有するため
に、被害状況と復旧作業の様子を複数回
ホームページで公開している。主要な販路
である取引先（卸売）にも、被害状況の情
報提供を行い、当面の需要を確認するとと

もに、出荷可能な商品の調整を行った。
　

②補助金の申請
設備等の修繕に多額の費用を要したが、

資金調達に際しては、宮城県酒造協同組
合に加盟する酒造メーカー16社で申請した
「中小企業等グループ施設等復旧整備補
助事業に係る補助金」（中小企業庁）を中
心に賄った。

③消費者の購買支援　
震災後、被災地外の消費者による、同社

商品の自発的な購買支援の動きが、復旧へ
の支えになった。震災後、首都圏等で頻発
した花見などのイベント自粛について、岩手
県の酒造メーカーが、「消費地での自粛ムー
ドはお酒の消費量の減少につながり二次
被害になりかねない。むしろ積極的にお酒
を飲んでほしい」とインターネット上で訴え
た。これがきっかけで、同社も含め、東北の
お酒が各地で飲まれるようになり、これま
で取引のなかった飲食店などにも需要が広
がることで、出荷が伸びて売上の減少を回
避することができた。

　
④風評被害

福島原子力発電所の事故による風評被害
について、当初危機感を持っていたが、実際
には目立った売上の減少につながらなかっ
た。子供向けの商品ではなく、20歳以上の
大人を対象とするお酒であったことが、放
射線関連の風評被害が限定的だった理由だ
と考えている。前述のような消費者の購買
支援による売上増の方が、風評被害による
売上減を上回っただろう。ただし、海外市
場においては風評被害による影響を多少受
けた。

　
3．事業継続の取り組み

①事業継続関連文書の策定
震災の経験や教訓を踏まえ、それまでの

取り組みを加速させて2011年11月に事業継
続関連文書の第一版を完成させた。準備に
3年近く要したが、その間事業継続関連の
各種セミナーなどで情報を収集し、教科書
的な参考資料も集めて社内でノウハウを蓄
積した。

第一版策定の約１年後に、中小企業基盤
整備機構の紹介で専門家によるレビューを
実施し、それをもとに文書の見直しを進め
ている。このとき、専門家がチェック項目と

して使用していたのは「あいちBCPモデル」
（愛知県）だと記憶している。

なお、事業継続関連文書は、現時点で
は、役員と管理職のみに開示している。一般
社員に対して、今後どのように展開するか検
討が必要だが、有事の行動基準を社員が正
しく理解し、実際に行動できるようになるた
めには、より簡易化したツールが必要だとい
う問題意識を持っている。

　
②中核事業と重要業務の選定

中核事業（優先商品）と重要業務は震災
前から明確になっており、その方針に基づい
て対応することができた。

具体的には、出荷を優先する商品を2品
目に絞り込み、売上に影響を持つ供給先に
対する安定供給を確保するという方針をた
て、震災前から経営陣で共有していた。重
要業務及び優先商品の安定供給に必要な
経営資源については、各部門にアンケート
調査を実施し、とりまとめる作業を震災前
から進めていた。重要業務に対応する部門
の割り振りとバックアップ部門についても定
めている。

商品は瓶の大小も区別すると70品目以上
ある。さまざまな制約がある中で、すべての
商品を平常時並みに出荷することは困難で
あるため、優先的に出荷すべきアイテムを絞
り込む。柱となる商品のうち、売上構成比が
大きいものを上位から選抜して優先的に安
定供給することとした。

震災時は、顧客からの要請により例外的
な対応も一部実施したが、優先2品目の出
荷という基本方針に沿って原則対応したこ
とで業務の混乱を回避できたと考える。販
路についても、震災時の制約の中で安定供
給を継続すべき取引を震災前から確認して
いたことで迅速な対応が可能になった。

　
③業務プロセスにおけるリスク分析

部門ごとに、優先商品の安定供給を支え
る業務プロセスについてのリスク分析を実
施した。具体的には、ハイリスクとして認識
していた宮城県沖地震を前提とした被害想
定を検討した。各部署で、ヒト・モノなどの
経営資源について現実の被害を想定し、事
前の対策としてリスク軽減策を検討し、対
策を講じても被害が回避できない場合につ
いて、現地復旧を前提とした代替資源の確
保なども検討した。リスク低減策は、各部
門で検討、実行し、その進捗を本部で管理
している。機器をアンカーボルトで留める
などの物理的な対策については、実行済は
白、未実施は青、などと色分けをして各部門
から定期的に提出を求めている。
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④その他検討すべき課題
機械設備等の耐震補強など事前対策の

実施は進んでいるが、実際に被災した場合
の、応急的な仮復旧や代替設備の確保など
については、各部門とも具体策に苦慮して
いる。人海戦術で当面対応せざるを得ない
という整理をするとしても、対策案の実効
性をどう検証するかなど課題は多い。

有事のキャッシュフロー対策について
は、当然リスク洗い出しの段階でリストアッ
プされ、震災後に定期預金の残高は増やし
ている。ただし必要十分な額の検証は難し
く、今後の課題である。一ノ蔵では、9月か
ら仕込みが始まり年末12月に売上のピーク
を迎え、翌1〜2月に資金回収が進む。震災
は比較的資金に余裕がある3月に発生して
いる。仮に7〜8月に震災が発生することを
考えると、資金面でより慎重な対策が必要
になるかもしれない。

4．震災から見えた課題と
その対応

①意思決定の代行順位
震災当日、取締役全員が不在で、かつ連

絡が十分にとれない状況であったため、在
席していた管理職層で緊急時の意思決定を
行う場面があった。この経験を踏まえ、震
災後に、緊急時の意思決定にかかる権限者
の代行順位について、事業継続関連文書に
定めた。緊急時に権限者代行順位を定めて
おくことは極めて重要である。

　
②代替拠点による生産の困難性

酒造メーカーは免許制であるため、生産
拠点が被災した場合に、代替拠点で事業を
再開することは現実的に困難である。複数
の都道府県に拠点を持つ大規模な企業で
あれば各拠点で免許を有するが、地域の酒
造メーカーは免許を持たない隣県等に代替
拠点を求めることは難しい。手作りの要素
が多い日本酒（地酒）は、工業製品とは異
なり、人や場所、水が変われば商品品質の
維持が難しいという特殊性があり、同業者
間で製造拠点の融通などの相互協力をする
ことも難しい。したがって、事前の策として
は、代替拠点の確保ではなく、現地復旧を
前提にした、リスクを可能な限り低減する対
策に経営資源を配分するという選択肢を取
らざるを得ない。地震リスクに対する主な
対策としては、建物や設備等の耐震補強や
電源確保（後述）を検討している。

　

③電源確保の具体策に課題
事業継続関連文書の見直し作業の中で、

電源の確保は重要な課題として認識してい
る。大型発電機の導入は費用対効果を考え
ると現実的ではなく、また有事に優先する
業務を絞り込んで電力の消費を抑えるとし
ても、電源のバックアップには相応の投資
負担が避けられない。代替電源の確保につ
いて解決策は簡単ではなく、リースでの対応
あるいは資金の融資可否などと併せて詳細
を検討中である。

　
④在庫商品の被害対策

本社の工場・倉庫が所在する敷地は岩
盤の上にあるため地震に強いと考えられる
が、震災では、倉庫の在庫商品は相当量倒
れて破損した。余震が続く中で、酒瓶の被
害を最小化するための対策として、商品を高
く積むことを控えるようにしたが、需要の最
盛期となる毎年12月前後には、在庫スペー
スの制約から、商品在庫を高く積まざるを
得ない状況になる。在庫スペースを大幅に
拡張することはコスト面からあまり現実的
ではないが、なんらかの対策は必要と認識
している。

　
⑤安否確認のルール化と周知徹底

震災の経験を踏まえ、各種ガイドライン
等を参考にしながら、災害規模別の行動
ルール、報告ルートの明確化など、全社的
な仕組みを策定した。

社員の安否確認については、直属の上司
へ連絡する手順を定めた。上司に連絡がつ
かない場合は本社（災害対策本部）に直接
連絡する。発災が夜間であった場合は、危
険を考慮して社員の出社は不要とし、身の
安全を確保しつつ安否確認だけを実施す
る。ただし、経営陣は夜間休日問わず、安否
確認後自動参集と定めている。

震災後、社員向けの携帯カードを配布し
て上記ルールの周知に努めたが、実際に発
生した震度5以上の余震の際に、ルール通り
に安否確認の報告が集まらない事態が生じ
て訓練の必要性を再認識した。仕組みが機
能するよう、社員研修に安否確認訓練を盛
り込むなど、社員の意識付けを徹底した結
果、現在では基本動作として社員に定着し
ている。今後も継続的に意識づけの訓練を
実施する。

　
⑥訓練の実施と継続的改善

事業継続に関わる訓練は、避難訓練を少
し発展させた内容で実施している。避難要
領に基づき実際に訓練したところ、避難経
路にボイラー室があって避難の妨げになる

ことなど、専門家から具体的な指摘を受け
た。また社員のアンケートで、安否確認や被
害状況のチェックシート等のツールが使い
にくいという意見も聞かれたため、これらを
踏まえて文書の改定をすすめている。

事業継続計画（第一版）は分厚い冊子
で、現場でそのまま使えるものではないが、
社員の理解が不十分であれば、有事に社員
が動けず実効性が確保できない。有効に運
用できるよう、現場で使いやすい簡略化し
たツールを目指して改善を進める。

業務の標準化や課題解決に向けた継続
的改善への取り組みは、以前から実施してい
る。現場で明らかになった課題には、取り組
みやすいところから少しずつ改善し、投資を
必要とする対策については、少なくとも中長
期の課題として社内で認識を共有している。

5．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

① 継続的な見直しの必要性
酒造メーカーにとって中核事業と重要業

務の選定自体は難しいことではないが、そ
れはあくまでも現時点の市況や需要に基づ
く判断であり、今後外部環境の変化ととも
に見直しが必要になることも考えておく必
要がある。現在の基軸商品は常温商品だ
が、近年売り上げが伸びてきている要冷蔵
商品が常温商品を抜いて柱の商品になると
したら、重要業務や必要な経営資源の構成
も変わることになる。事業継続の取り組み
は、このように継続的な改善と見直しを常
に必要とする取り組みである。

　
② 訓練の実施の必要性

想定シナリオに基づく疑似体験型の訓
練を実施すると、想定どおりに対応できな
いことを実感できる。訓練を実施しなけれ
ば、計画で定めた行動手順を理解・習熟で
きず、有事に次々に現れる事態に対応でき
ないということになる。事業継続関連文書
のブラッシュアップとともに訓練実施の必
要性を企業として認識し、継続的に取り組
むことが重要である。

　
以上



46

第 2 章　被災企業へのインタビュー記録

市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

元吉郡南三陸町（本社（※）、沼田工場、鮑蓄
養所） 17,429人 6弱 838人 3,143戸

株式会社 カネキ吉田商店
〜同業他社との相互協力により、短期間で代替拠点を立ち上げ、

事業の継続を実現〜

1．はじめに

株式会社カネキ吉田商店は、宮城県南
三陸町に拠点を置く水産加工会社であ
る。創業以来取り扱っているウニやあわ
びに加え、三陸産を主体としためかぶ製
品を、市場や卸問屋等を通じて全国の量
販店等に出荷・販売している。

東日本大震災（以下「震災」）では、南
三陸町内にあった4工場のうち3つが津
波で全壊するなど大きな被害を受けた
が、青森県の同業他社の協力のもと、二

【お話をうかがった方】
株式会社カネキ吉田商店
代表取締役　　　　　　 吉田 信吾 氏
執行役員 生産本部長　　渡辺 市徳 氏

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

宮城県内の拠点

（※）お話をうかがった拠点
（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4

月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

週間後には、代替生産拠点立ち上げの目
途をたて、約一か月後には、同拠点にて
生産を再開した。

インタビューでは、津波による壊滅的
な被害を受けながら、同業他社の協力を
得て、短期間で代替拠点を立ち上げるな
ど迅速な復旧に取り組んだ同社の対応に
ついてうかがった。

2．震災時の対応

 ⑴震災直後の状況

南三陸町内の沿岸部にあった拠点の
従業員は、揺れがおさまった後、すぐに高
台に避難したため、いったんは全員が助
かった。その後、家族の安否を確認しに
沿岸部に向かった1名の社員が津波に巻
き込まれて亡くなった。津波被害ではこう
した哀しい例が多い。

震災時、車で気仙沼市内に出張してい

会社概要

社　　　　名	：株式会社	カネキ吉田商店
設 　 　 　 立	：1982年2月（創業1965年）
業 　 　 　 種	：水産加工業
資 　 本 　 金	：3,700万円
従 業 員 数	：90人
本 社 所 在 地	：宮城県本吉郡南三陸町志津川字大森町54（※）

宮城県内拠点	：沼田工場（宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田）
	 	 鮑蓄養場（宮城県本吉郡南三陸町志津川字蒲の沢）

沼田工場

本社
鮑蓄養場
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た社長は、当日中には帰社できず、高台
に駐車して一夜を過ごし、夜が明けてか
ら山間部を経由して本社に戻った。

 ⑵事業の復旧と継続に向けた取
り組み

原材料保管、生産、出荷にかかる同社
の事業拠点は、すべて南三陸町内にあ
る。震災では、高台にあった本社工場以
外の4工場と、原材料等を保管していた
冷蔵倉庫が壊滅的な被害を受けた。水、
電気などのインフラが停止したため、本
社工場もすぐに稼働できる状態ではな
かった。このため、生産を一時中断した
が、代替拠点となる八戸工場（後述）の
立ち上げと、南三陸町工場再建により、
事業の復旧と継続に取り組んだ。

①原材料の確保
水産加工は、原材料、加工設備、作業

者（社員）の三要素がすべて揃わないと
成立しない。震災では、冷蔵倉庫等の被
災により、多くの原材料在庫を流失した。
このため、まず、生産再開に向けた喫緊
の課題となったのが、原材料の再調達
だった。

同社の主力製品であるめかぶ製品で
は、原材料として、三陸産の海藻（ワカ
メ）のほか一部輸入品を使っていた。三
陸海岸全域が被災しているため、三陸産
は津波被害でしばらく入手不可能となる
こと、従って、広域かつある程度の期間
に原材料が品不足となり得ることを想定
し、震災直後から中国や韓国からの輸入
品の手配に奔走した。

南三陸町内では電話が使えなかったた
め、震災後の週明け直ぐに、東京の商社
に連絡し原材料の輸入手配を行うべく、
社員に車で内陸部に電話を探しに行かせ
た。日が経つにつれ、津波の甚大な被害
がマスメディアを通じて全国に報道され
ていることが分かってきたため、商社を
通じて同社の安否を取引先に知らせる意
味もあった。

こうした努力の甲斐あって、3月末には、
代替生産拠点（後述）に近い八戸港への
原材料の荷揚げが可能となった。

②代替生産拠点の確保
原材料の次は生産設備である。上述の

とおり、当初、南三陸町内の工場がすべ

て稼働停止の状態にあったため、日本海
側・太平洋側問わず、東北近県の方々の
同業他社の工場を中心に、代替生産の拠
点となる候補地を探した。生産規模や、
同社が2007年から維持するISO 9001や
宮城県版ＨＡＣＣＰの認証に基づく品質
基準の維持などの諸条件もさることなが
ら、特に太平洋側は津波被害が広域にわ
たっていたため、候補地を探すのは容易
ではなかった。最終的には、先代から取
引関係にあった株式会社かねと水産（青
森県八戸市；以下「かねと水産」）の本社
工場を借り、代替拠点「八戸工場」を立ち
上げることになった。

八戸工場となる建物は、津波で一部被
災していたものの、約二週間かけて補修
し、工程の一部となる半製品までの加工
が可能となるよう、最低限の加工設備を
設置した。工場建物の補修費用は、貸主
であるかねと水産が金融機関から融資を
受けて負担し、同社は、工場の賃貸料を
支払うかたちをとった。

4月16日には、八戸工場で半製品まで
仕上げ、夕方からそれを被害が少なかっ
た南三陸の本社工場にトラック輸送し、
本社工場にて、翌日最終製品に仕上げる
という方法で、めかぶ製品の生産を再開
した。

なお、八戸工場での半製品の代替生
産は、南三陸町内の工場再建の目途がつ
くまで、具体的には2011年10月末まで続
けた。

③要員と作業環境の確保
4月16日から10月末までの約半年間、

出張可能な社員が1週間から10日のロー
テーションを組んで、八戸工場の生産に
従事した。

八戸工場への出張については、代替生
産拠点自体の立ち上げ計画を社員に説明
する際、併せて指示・要請した。女性社
員、特にパートの主婦の方から協力を得
られるか不安があったが、最終的には理
解を得られた。八戸までの交通は車を使
い、業務の引き継ぎを確実に行うため、
総入れ替えではなく１回に半分の人数を
交代する方法で対応した。

八戸工場として借りた建物は１階部分
が工場で、２階部分に宿泊設備に転用で
きるスペースと給湯室があったことが、出
張を前提とした今回の対応には大変都合
が良かった。入浴については、近隣の民

宿に協力を請い、使用料を支払う形で浴
場を使わせてもらった。　

震災後の八戸は、ガソリンも不足せず、
電気や食料など平常時と変わらない環境
であったため、社員の作業環境としては
むしろ良かったように思う。

　
④同業他社との相互支援　

震災から数か月後、宮城県内の漁師か
らウニの加工を依頼されたことから、同
社では、「下駄ウニ」（ウニの殻を丁寧に
割って身を取り出し、木製容器にきれい
に並べた商品）をはじめとしたウニの加
工を再開することになった。これに伴い、
八戸工場での作業が必要になったため、
貸主のかねと水産に相談したところ、か
ねと水産では、下駄ウニの製品化を行っ
ていないことがわかった。そこで、社長判
断で同社の加工技術をかねと水産に提供
し、八戸工場でともに両社の社員が作業
を行った。

工場施設の提供からはじまった協力
は、技術提供とそれに基づく新商品開発
につながり、相互支援関係を築く好循環
となった。

⑤補助金の申請
工場の再建及び設備等の修繕にかか

る資金調達に際しては、水産加工メー
カー19社で申請した「中小企業等グルー
プ施設等復旧整備補助事業に係る補助
金」（中小企業庁）を中心に賄った。

3．震災から見えた課題と
その対応

　
①健全な財務体質

借財に頼らない健全な財務体質は、災
害からの復興を助ける大きな力になる。
また、地震保険に加入することは、被災
後に資金面で事業継続を支えるととも
に、保険料の支払いという行為自体が、
平常時から緊急時に備えるという意識を
持ち続けることに寄与する。

②需要の回復と商品の付加価値
緊急時であっても市場への供給を切ら

さない、つまり事業を継続し続けること
は何より重要で、もし供給が途絶えてし

株式会社 カネキ吉田商店第2章
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まったのなら、その後の需要をいかにし
て取り戻すかに注力する必要がある。供
給を再開しても、被災前の需要には戻ら
ない可能性があるためである。特に、量
販店などでは、一度取引が途切れると元
に戻りにくい。いったん消費者ニーズが、
他の産地の製品に代替されてしまうと、
いくら名産品・特産品といえども復活は
容易ではない。実際、震災で供給が途絶
えた後に、他の産地の製品にとって替わ
られて、需要が戻ってこないというケース
はある。

震災前、漁業や水産加工業では、「つ
くれば売れる」という生産者の目線で考
えがちであったが、消費者目線で魅力的
な商品（＝付加価値）をどのように作り出
していくかについて、漁業関係者と水産
加工者とで真剣に考える機運が生まれて
いる。

③風評被害の影響
福島原子力発電所の事故による風評

被害を少なからず受けた。特に、関東以
西にその傾向が強いように感じている。
懇意にしていた顧客から、根拠のない放
射線汚染の疑いを暗に示されたことも
あった。

対応策として、事故の直後から現在に
至るまで、放射性物質にかかる製品検査
を実施し、結果を自社ホームページにて
公開している。今後も検査を実施し、そ
の結果を継続的に公表することで、全く
問題がないという事実を明らかにし、顧
客に安全・安心を届ける。

4．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

①津波被害の低減
同社が本拠を置く三陸地方は、古くか

ら津波の被害に何度も遭っている。明治
29（1896）年の三陸沖地震津波では、社
長の四代前の先祖も甚大な被害を受け、
自宅を高台に移転しており、その後も、事
業には不便ではあるが、代々自宅は高台
に建てていた。

そのような環境にあって「津波はいつ
か来るもの」、「地震が来たら高台に逃げ
る」、という意識は昔から自然に身につい

ていた。同社では、チリ地震（2010年）の
際の津波警報をきっかけに避難訓練を実
施し、社員の防災意識を高め、緊急時で
も命を守れる行動がとれるよう備えてい
た。就業中でもすぐに逃げる、という基本
動作が何より重要であり、社員に対して
も何度も確認し周知徹底している。

また、津波被害を受けない土地で事業
を行うことも大切だと考える。本社は、震
災後に敷地内に新設した工場も含めて高
台にあるし、今後、工場を新設する際は、
必ず高台を選択する。ただ、さまざまな
事情から用地の確保には難航が予想さ
れる。

　
②災害に対する覚悟と事業継続に向け

た強い意志
上述のとおり、歴史的経緯から、大規

模な津波はいずれ来るだろうと想定して
いた。蓄養しているあわびは、いわば天
然の海に在庫していようなものであり、い
つか津波が来ればやられるだろうという
覚悟は前から持っていた。

震災では想像を超えるような経験をし
たものの、覚悟があった分、現実をすぐに
受け入れ、事業の再開に向けてスタート
を切ろうという意識になれたと考えてい
る。従業員が無事だったことも大きい。

三陸地方に限らず、海に囲まれた日本
には、津波リスクが高い地域はたくさん
ある。そうした地域で事業を営む場合は
常に、「地震・津波は必ず来るものだ」と
意識しておくことが何より重要で、そのよ
うな前提で事業を考えれば、事前の準備
も自然にできるようになる。

　
③同業者で力を合わせる

復興に向けて、水産加工の同業者で
復興協議会を作り、仲間で協力して情報
発信したことで、マスコミが注目し行政に
も訴えることができた。事業の継続に向
けた取り組みは自社だけの行動で実現す
るものではなく、地域や取引先、同業者
が一体になって推進していくものだと考
える。水産加工業にとって地元の漁業者
の再建は不可欠な条件であり、消費を支
える地域社会の活性化も重要である。養
殖を再開するときに、漁業生産者の方に
言われたことは、「お客さんを切らさな
いでほしい」ということだった。事業の継
続は、海産物の買い取りを通して地元の
漁業を支えるし、自社の従業員の雇用も

守る。
かねと水産との相互支援関係も、自社

だけで取り組むという姿勢からは生まれ
ない共助の精神によるもので、そこには
事業継続に向けた取り組みの重要なポイ
ントがある。

④社員の生活基盤を守る
南三陸町では、役場が震災により壊滅

的な被害を受けたため、避難所の設置
や運営などの初動対応において行政がう
まく機能しなかった。これを補ったのが、
地域住民の自発的なリーダーシップであ
り、ボランティア活動である。ある避難
所では、地元企業の社長がリーダーシッ
プをとり、小中学生を含め避難していた
人々を指揮して、数日のうちに統制のとれ
た運営形態を確立した。多人数がひとつ
の場所で生活を共にするにはルールと役
割分担が必要だが、自らも被災するなか
で、短期間のうちにさまざまな事情を抱
える人々の合意形成を成し遂げ、秩序あ
る運営方法を確立したのは素晴らしいと
思う。また、地域では被災した多くの人々
が、ボランティア活動に従事した。

前述したとおり、水産加工は、原材料、
加工設備、作業者（社員）の三要素がす
べて揃わないと成立しない。そして、被
災した社員が仕事に戻るためには、衣食
住を基本とした生活基盤と通勤手段が
絶対に必要だ。だからこそ、八戸工場で
は、原材料と設備に加えて、従業員の宿
泊施設と交通手段を用意した。南三陸
町でも、たとえ避難所という仮住まいで
あっても、生活基盤が早期に定まったこ
とが、従業員が仕事へと戻る足がかりと
なったと考えている。

こうした取り組みは、事業継続の観点
では、これまでほとんど取り上げられてい
ないようだが、もっと注目されるべきだと
考えている。震災ほどの激甚災害では、
行政機能が丸ごと消滅するという事態は
どこでもあり得る。自社の事業継続を考
えることと、社員の生活基盤を守ること
は、セットで考える必要があるだろう。

以上

株式会社 カネキ吉田商店第2章



49

第 2 章　被災企業へのインタビュー記録

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地および主な通勤圏）

市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

角田市（宮城オフィス・角田開発センター（※）、
宮城第一製作所、宮城第二製作所） 31,336人 6弱 0人 13戸

岩沼市（主な沿岸部の通勤圏） 44,187人 6弱 187人 736戸

亘理町（主な沿岸部の通勤圏） 34,845人 6弱 287人 2,389戸

山元町（主な沿岸部の通勤圏） 16,704人 6強 716人 2,217戸

株式会社 ケーヒン
〜全社的リスクマネジメントの一環として、グローバルに事業継続の
　取り組みを展開〜

1．はじめに

株式会社ケーヒンは、自動車用燃料供
給・電子制御システムなどの製造を手掛
ける。全国に拠点（製作所：2（４工場）、
工場：２、開発センター：2、営業所：4）
を持つほか、13か国32社ものグループ企

【お話をうかがった方】
株式会社 ケーヒン
宮城オフィス ＢＣＭ推進室 室長   太田 和広 氏
 技師　 春田 浩司 氏
 主任　 髙橋 信一郎 氏

宮城県内の拠点

（※）お話をうかがった拠点
（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4

月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

業を擁するグローバル企業である。宮城
県内には、研究開発拠点と２つの製作所
（４工場）がある。

同社では、海外事業展開の進行に伴
い、各国・地域のカントリーリスクをはじ
めとしたリスク全般への対応の必要性か
ら、2008年から全社的リスクマネジメン
ト（Enterprise Risk Management；

以下「ERM」）に取り組んでいる。2006
年からはじめていた事業継続の取り組み
は、ERMに統合し現在に至る。

インタビューでは、震災時の主に宮城
県内拠点における対応と、ERMの一環と
しての事業継続の取り組みについてうか
がった。

会社概要

社　　　　名	：株式会社	ケーヒン
設　　　　立	：1956年12月19日
業 　 　 　 種	：輸送用機器製造業
資 　 本 　 金	：69億32百万円
従 業 員 数	：20,807人（連結）
本 社 所 在 地	：東京都新宿区西新宿1-26-2
宮城県内拠点	：宮城オフィス・角田開発センター（角田市角田）（※）

	 	 宮城第一製作所（２工場：角田市梶賀、丸森町）
	 	 宮城第二製作所（２工場：角田市佐倉）
	 	 グループ会社：３（仙台市、角田市、亘理町）

宮城第一製作所（２工場）
宮城第二製作所（２工場）

宮城オフィス・
角田開発センター

㈱ケーヒンサクラ
㈱ケーヒンワタリ

㈱ケーヒンエレクトロニクス
　テクノロジー
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2．震災時の対応

 ⑴緊急事態準備の状況

米国同時多発テロ（2001年）を契機と
して、事業継続マネジメント(BCM)の重
要性を意識するようになったが、新潟県
中越地震（2004年）などもあり、自然災害
への対応を中心に考えていた。国内で頻
発する自然災害に加え、グローバルな視
点で幅広くリスクマネジメントを検討す
るようになったのは、海外事業展開の進
展によるところが大きい。海外に複数拠
点を持てば、常設の対策本部が必要なほ
ど常に、さまざまなリスクに対して対応を
迫られるためである。事業継続について
は、2006年から取り組んでいたが、2008
年からはERMの一環として対応すること
とした。

なお、地震対策としては、工場の設備
や什器類など12,000ヶ所についての耐震
補強等の対策が挙げられる。防災訓練も
定期的に実施している。特に、構内のア
ルミ鋳造工場では700度という高温の溶
湯を扱っているため、地震発生10秒前の
緊急対応訓練の実施など、鋳造工場に特
有の被害拡大を防止する取り組みを重視
してきた。

社員には、携帯型の行動マニュアルを
配布し、安否確認システムも導入して有
事に備えていた。

 ⑵初動対応と復旧に向けた取り
組み

①対策本部及び現地対策本部の設置と
他拠点からの支援
震災後、直ちに宮城県の主力拠点に全

社対策本部を立ち上げた。
全社対策本部では、毎日9:00と16:00の

定例打合せにて伝達事項を周知し、議事
録を作成するとともに、決定事項はホワ
イトボードに書いて社員間で共有した。
停電でパソコンが使用できなかったた
め、模造紙に手書きで、すべての対応事
項とその所管部門を一枚で把握できる表
を作成し進捗を管理した。この表は、迅
速な情報伝達と意思決定に役立ち、対策
本部のツールとして効果を挙げた。

燃料、食料、仮設トイレなどの物資に

ついては、西日本に所在する鈴鹿工場か
ら4月初旬まで支援を受けていた。国内
拠点が東西に分散しているメリットを活
かしたものである。

　
②宮城県内の拠点の被害概況と対応

工場内の機械設備が一部転倒したほ
か、ラックの倒壊で保管していた金型に
被害が生じた。震災後、建物と機械設備
が中心だった地震対策の対象にラックも
含め、耐震対策を講じた。ケーブルラック
の脱落、冷却水配管倒壊などの被害も生
じた。電気は震災から4日目に復旧した
が、それまでの間、発電機を全国から40
〜50台調達した。

3月19日には、一部インフラの復旧が遅
れている場所もあったものの、設備・金
型等が復旧し品質確認も完了したため、
量産再開の安全宣言を行った。

なお、工場では工業用水を多量に使
用するため、今後も踏まえて構内に井戸
を設置した。相応の投資が必要であった
が、2011年5月には着工し8月には稼働を
開始している。

　
③社員への対応と安否確認

安否確認システムを準備し訓練も行っ
ていたが、震災後の二週間はそれが機能
しなかったため、安否確認には時間を要
した。激甚災害でのシステム対応には限
界があることから、震災後『従業員が自
ら上司や会社へ直接または、何らかの手
段において報告すること』を原則とする
ルールに改めた。

震災時、宮城県内の拠点では、社員の
安全を考えて明るいうち（16：00頃）に退社
させた。ただし、津波被災地域に自宅があ
る場合には退社させないケースもあった。

震災のショックによるストレス反応、心
のケア対応については、3月23日からカウ
ンセラーとの面談を推奨するなど配慮し
た。また、様々な事情で長時間勤務（例：
月80時間超の時間外・休日労働など）と
なった社員については、安全衛生法に基
づく平常時の手順を適用し、産業医によ
る面接指導などの健康管理を行った。

震災時には給与関連のシステムがダウ
ンしたが、社員の給与は、暫定的に前月
と同額を振り込むというかたちで、銀行
振込で支給日に支払った。

交通機関等の被災およびガソリン等
燃料供給不足により、社員の通勤手段を

確保する必要が生じたため、通勤バスの
運行を実施した。車両の手配やルート設
定など、はじめての対応が多く苦慮した
が、相互支援関係（後述）にあった地元
の旅行会社の協力により実現することが
できた。

　
④地域貢献

平常時から社員のボランティア活動
を推進していることもあり、2011年3月中
旬からは、地域における各種ボランティ
ア活動への取り組みを推進した。同社で
は、ボランティア精神から、企業名を前面
に出さないで活動することが望ましいと
考えている。そこで、参加者は原則私服と
するなど工夫して取り組みを行った。

3．事業継続の取り組み

 ⑴ERMの一環としての事業継続
関連文書の整備と運用

①事業継続からERMへ
事業継続関連文書の整備は、2006年、

日本経済団体連合会の後押しにより「防
災管理規定」と「BCP運用基準」を策定
したことからはじまっている。「BCP運用
基準」は、主に内閣府のガイドラインを
参照して作成した。

2008年には、上記2文書の上位規定と
なる「リスク管理規定」を策定し、ERM
の一環として事業継続に取り組む枠組み
が定まった。併せて、グループ全体のリス
クマネジメントの推進を行うリスクマネジ
メントオフィサーに関する規定を定めて
いる。

震災を契機に、経営陣によりERMへの
取り組みの重要性が再認識され、2012年
8月には、グローバル（国内外のグループ
企業）を含めた同社グループ全体のリス
ク管理を所管するBCM推進室を設置し、
トップにリスクマネジメントオフィサーを
置いた。リスクマネジメントオフィサーは
取締役会で選任される。年度ごとに洗い
出されるリスク項目の選定は、取締役会
の付議事項であるため、経営陣の強力な
バックアップのもと、グローバルへの展開
が可能となる。
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②震災の教訓に基づく文書の見直し
震災の経験を踏まえ、「BCP運用基

準」の全110項目を見直し、うち40項目を
修正した。また、初動から復旧対応まで
の社員の経験を収集し、文書類のブラッ
シュアップに役立てた。例えば、被災地
における宿泊先手配や現金払いの徹底
などの個別具体事項は、経験しなければ
わからないノウハウであり、会社の財産と
なっている。

③グローバルへの展開と運用
震災で得た経験や教訓は無駄にせず、

グローバルに水平展開していくことが重
要と考えている。そこで、「危機対応規定」
（和文／英文）を策定し、2013年10月か
らグローバルに展開した。事業継続にか
かる国際規格「ISO 22301:2012 社会セ
キュリティ−事業継続マネジメントシステ
ム−仕様」に準拠するが、必要に応じて、
同社の方針や業務プロセスに合うようア
レンジして定めたものである。

グローバルの各拠点では、「危機対応
規定」に基づいて、各国版のリスク対応
にかかる行動マニュアル等を策定してい
る。また、各拠点でよい取り組みがあれ
ば、グローバルで展開していく。現在、グ
ローバルに展開している「リスク発生時
の行動マニュアル」のフォーマットは、米
国の拠点で使用していたものをもとにし
た。シンプルなフォームであり、現場の担
当者が手元に置いて、誰がどのタイミン
グで行動するか分かりやすく記載した資

料となっている。
ISO 22301を参照したのは、グローバ

ル展開が容易な国際規格であるためで、
第三者認証を受けることを目的とはして
いない。ただ、将来的に認証を受けるこ
とになった場合にも耐えうる内容・構成
となるよう意識はしている。

同社では、第三者認証よりも、PDCA
サイクルに基づく継続的改善に全社で取
り組んでいくことそのものを大切にして
いる。事業継続を含めたERMの取り組み
は、同社が特定した51項目のリスク対応
担当主管部門・責任者を定め、全社方針
のもと、実務に即したリスク対応に取り
組む。運用状況については内部監査で確
認する。

　
 ⑵取引先との連携

①自動発動による取引先との相互協力
有事の自動発動による取引先との相互

協力の手順を「BCP運用基準」に定めて
いる（図）。これまでの経験から、震度６
弱以上の地震発生時には固定電話など
通常の連絡手段の途絶を想定されるこ
とから、被災拠点に連絡を取らずに自動
的に支援に向かう仕組みを整備した。震
災では、甚大な津波被害を受けた取引先
に、同社から100人態勢で支援隊を送り
込むなど、相互の協力関係を企図してい
る。なお、広域な複合災害であった震災
の経験を踏まえ、被災拠点と支援者との
距離は、100kmから300kmに拡大した。

この仕組みについて、取引先と認識合
わせのための文書を交わすことがある
が、法的拘束力があるものではない。口
頭で協力関係を確認しただけの場合もあ
るが、有事に臨機応変に対応してくれる
ことが多く、震災でも大きな力になった。
契約関係より、平常時からの良好な信頼
関係を築くことが大切だと考えている。

　
②取引先の事業継続への取り組みの推進

調達先等の取引先の数が多く、なか
には、固有技術などの理由により代替が
ききにくい取引先もある。そこで、有事の
サプライチェーンの途絶を回避するため
に、購買部門を中心に緊急連絡網の整備
や、各社の事業継続の取り組みに関する
調査を行っている。震災後、一次調達先
だけでなく、二次、三次、四次程度までを
調査範囲を広げた。地震に限らず、爆発
等の重大事故の際にも、自社への影響を
すぐに分析・把握できるような仕組みと
なっている。

取引先への防災指導（購買担当者・保
全担当者）も行っており、強制ではないに
も関わらず、推奨した対応事項について
自主的に改善いただける例も多い。その
ような意識の高い企業とは取引が継続し
ている。

　
 ⑶要員の育成と訓練

①ＢＣＰ ＥＸＰ（エキスパート）の育成
平常時・有事ともに事業継続に取り組

【図】拠点間の復旧支援　　　　　　　　　　　　　　　（出典：株式会社ケーヒン、「ＢＣＰ運用基準」、2013年）

株式会社 ケーヒン第2章
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む「ＢＣＰ ＥＸＰ」を育成し、部門に配置
している。対象者は部長・工場長級の社
員で、事業継続に関して経営層に対して
具申できること、心身とも強靭であるこ
と、防災関係法令を熟知して的確な判断
など行えることがその要件となっている。
育成のために、自衛隊体験入隊や消防演
習など各種訓練を積むほか、BCAO認定
事業継続初級管理者の資格も取得する
こととしている。

②企業間連携を含めた訓練
年１回、防災と事業継続を焦点とした

総合訓練を実施して、有効性を継続的に
チェックしている。管理職を中心に、土曜
日に実施する。

毎年、訓練における被害想定を検討
し、降雪に停電で、暖房も電話も使えな
いという状況を実際に再現するなど、実
践的な内容で行っている。また、取引先
の被災を想定し、購買部門と製造技術部
門の担当者がチームを組んで、被災状況
の確認に実際に出向くという訓練も実施
している。訓練対象の取引先は、事業継
続への取り組み状況を勘案し、中小規模
の企業を中心に選定している。

　4．震災から見えた課題と
その対応

①震災対応の総括
同社では、震災時の対応について、「従

業員の生命を守る」「顧客の生産に支障
を与えない」「建物および設備等の被害
を最小限に抑える」「優先製品は通電後
3日目に生産開始」「地域社会への貢献
を行う」の5つの観点から総括を行って
いる。このうち、最も重要な課題と位置
付けたのは「顧客の生産に支障を与えな
い」である。

震災では、サプライチェーンを構成する
調達先など複数の取引先が甚大な被害
を受けた。そこで、同社では取引先の被
害状況の把握に努め、被災した取引先に
延べ3,500人以上の支援要員を派遣する
など、積極的かつきめ細かく対応した。こ
れにより、震災時も安定生産につなげる
ことができた。今後も、サプライチェーン
を維持するために、企業間連携を含め、

あらゆる取り組みを推進する。

②タイの洪水対応で活かせた津波被害
の経験
震災時に取引先が津波で被災した際の

支援経験が、半年後のタイの洪水におけ
る対応に活かされた。洪水被害の深刻さ
が判明すると、関係部門が、対策本部の
立ち上げを待たずに主体的に行動を開始
したのである。洪水も津波も、設備の復
旧手順など取るべき対応が似ている点が
多くある。タイの洪水の際には、水が引く
前から、工場設備の被害状況や復旧に必
要な物資等をほぼ予測できたため、早い
段階で必要な要員や物資を現地に送り込
むことができた。

③事業影響度分析と重要業務の選定の
難しさ
有事に部品メーカーは、サプライチェー

ンの状況や完成品メーカーなど需要サイ
ドの要求に合わせて柔軟に対応すること
が求められる。自社の生産拠点が被災を
免れても、調達先などの被災状況によっ
ては生産が難しいケースがあるし、当社
の生産拠点だけ被災して、完成品メー
カーが被災を免れていれば、全品目の供
給が求められるケースもありうる。

事業影響度分析が重要であることは確
かであり、実際に実施しているが、重要
業務の選定のためというよりは、業務プ
ロセスのどこにボトルネックがあるかとい
う点を中心に分析を行っている。

　5．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

①日常業務の一部にリスク対応を組み
込む
日常業務にリスク対応が組み込まれて

いることが理想である。そのために、職
務分掌に所管するリスクを明記し、毎年
度リスク対応計画を策定、進捗状況等に
ついては内部監査で確認するという一連
の仕組みを構築し運用している。今後、
どのように深化させていくかが課題であ
る。どのような事象が発生しても冷静に
対応できる、指示がなくても対応できる
といったかたちを理想として、日々取り組

株式会社 ケーヒン第2章

んでいる。
　

②事業継続は社員の働く場を守ること
事業継続の取り組みは、社員の雇用を

守るという重要な意義を持っている。も
し、被災者が働く場を失い、生活が立ち
行かなくなれば、地域は復興できない。
取引先企業も含め、社員の雇用を守るこ
とは最大の社会貢献だと考える。

　
③身の丈にあった取り組みを継続して

行う
リスクマネジメントや事業継続の取り

組みに終わりはないし、投資しようと思
えばいくらでもかけられる。だからこそ、
無理のない範囲でまずは実行に移してみ
ることが大切である。経営陣が率先して
取り組めば、組織には必ず浸透していく
ものであるが、取り組めば取り組むほど
要求レベルが高くなり、新たな課題が出
てくる点が難しい。また、自社だけ改善さ
れても効果を発揮しないケースがあり、
取引先などのステークホルダーと自社と
の関係性を考慮し、連携した取り組みが
望まれる。

　
④現場の視点を大切にする

リスクマネジメントやISOのマネジメン
トシステムなどを専門とする担当者が、
文書や規程を作成すると専門用語が多い
文章表現になりがちで、一般の社員に内
容が伝わりにくいケースが多い。業務に
精通する当事者の視点から素直に文書化
した方が分かりやすい。リスクマネジメン
トなどの経営管理手法からではなく、自
社の業務プロセスの特徴を起点に、現場
の視点で文書の整備に取り組むことが重
要である。

　
⑤身の回りの地震対策

身の回りの地震対策には、大きなコス
トをかけずに比較的簡単に取り組め、か
つ効果が高い取り組みが数多くあり、地
震が多い台湾やイタリアなど海外でも展
開できる取り組みだ。同社では、地震対
策の普及を目的とした、社員の家庭向け
のキャラバンも実施したが、このような身
近な取り組みから事業継続への意識が
醸成されていくと考えている。

　
以上



53

第 2 章　被災企業へのインタビュー記録

市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

仙台市（本社(※)、仙台中央資源化センター、
仙台港資源化センター） 1,045,986人 6強 938人 30,034戸

株式会社 サイコー
〜トップのリーダーシップと社員の行動力で震災を乗り切り、

経験を活かして事業継続関連文書を策定〜

1．はじめに

株式会社サイコーは、宮城県を拠点に
古紙の回収、産業廃棄物・一般廃棄物・機
密書類の処理等に取り組む総合リサイク
ル企業である。仙台港に近い沿岸部に、回
収した資源物・産業廃棄物のリサイクル施
設「仙台港資源化センター」があったが、
東日本大震災（以下「震災」）の津波により
全壊した。同センターの社員は、責任者の
的確な判断で迅速に避難し、津波の被害
を免れている。

インタビューでは、同社の震災時の経験
と、その後の文書の策定・整備などの事業

【お話をうかがった方】
株式会社 サイコー
総務部 総務課 課長　　服部 泰子 氏

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

宮城県内の拠点

（※）お話をうかがった拠点
（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4

月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

継続に向けた取り組みについてうかがった。

2．震災時の対応

 ⑴緊急事態準備の状況

防災や事業継続の重要性を意識し、
本社に非常用食料や飲料水を備蓄してい
た。仙台港資源化センターの責任者は、
地震発生時の津波リスクについて正しい
知識を持つとともに従業員の避難につい
て常に意識して業務にあたっていた。

 ⑵初動対応

震災時、沿岸部にある仙台港資源化セ
ンターには14名の従業員が働いていた。
揺れがおさまるとすぐに、津波警報が発令
されているとの情報が入り、同センターの
責任者の判断のもと、従業員に内陸部の
本社への避難指示を出した。交通渋滞を
引き起こさないよう複数台の分乗を避け、
業務用4ｔトラック1台の荷台に従業員を
乗せて避難した。しかし、すでに信号は止
まり、いたる所で道路が混乱して思うよう
に前に進めない状況であった。結局、途中
トラックから降りて徒歩で本社まで向かっ
た。吹雪の中励まし合いながら無事全員

会社概要

社　　　　名	：株式会社	サイコー
設 　 　 　 立	：1973年12月
業 　 　 　 種	：再生資源卸売業
資 　 本 　 金	：3,000万円
従 業 員 数	：149人
本 社 所 在 地	：仙台市宮城野区岩切分台1-8-4（※）

宮城県内拠点	：仙台中央資源化センター（仙台市宮城野区岩切）
	 	 仙台港資源化センター（仙台市宮城野区蒲生）

本社
仙台中央資源化センター
仙台港資源化センター
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が本社に到着することができた。本社につ
いたころ、津波が襲来してセンター施設は
全壊している（写真参照）。避難時の荷物
は最小限にする一方、途中で出会った少
年たちを保護し、一緒に避難するなど、人
命優先での迅速な避難が、結果的に社員
や地域住民の命を救うことになった。

震災当日の夜は、幸い本社には木製パ
レットが数枚あり、それを割って薪としてド
ラム缶の中で燃やし暖を取った。また、社
内を従業員の避難場所として、しばらく提
供した。

震災翌日に対策本部を設置して、社長、
専務、部長の下に、安否確認班（社員、家
族、自宅の被災状況の集約）、食糧調達班

（コンビニやスーパーの開店情報を収集
して食料確保）、燃料調達班（ガソリンスタ
ンドの開店情報を収集して交代で並ぶ）、
顧客対応班（お客さまの被害情報と収集
物の有無の把握）、処分場確認班（処分場
の稼働、被害状況の把握）の5つのチーム
を編成して、担当ごとに情報を収集、集約
する形をとった。

日頃から集団資源回収でお世話になっ
ている子供会や町内会にはトイレットペー
パーやオムツなどの日用品をお届けした
り、通電後には携帯機器の充電に協力する
など、可能な範囲で近隣住民を支援した。

 ⑶復旧に向けた取り組み

二つある資源化センターのうち、上述の
とおり、ひとつが津波で全壊したため、業務
の復旧まで時間を要した。リサイクル品の
収集運搬に必須の業務用車両のうち5台が
津波によって流出して廃車になったが、本
社の建物や多くの車両は無事であった。

震災後、業務量が一時的に減少したた
め、地域貢献と遊休車両の活用のため、宮
城県から緊急車両の指定を受けて、救援物

資の輸送業務を行った。
震災後、千年に一度の大震災とはいえ、

今後の余震やその津波のことを考えると同
じ場所で復旧するのは得策ではないという
意見もあったが、できる限りお客様にご迷
惑をかけない方法は何かと考え、社長判断
で一日も早く仙台港資源化センターを復旧
することを決断した。電気・水道・通信など
の復旧が見込めない中ではあったが、3月23
日より仙台港資源化センター勤務の社員を
中心にがれきの撤去や泥かきを開始した。
設備メーカーの方々からもいち早く震災見
舞いのご連絡をいただき、一日も早い復旧
を考慮しフルメンテナンスしていただくな
ど、迅速な協力をいただいた。また、仙台港
資源化センター以外の社員も地域の復興
を祈り、自社のトラックにはすべて「がんば
ろうTOHOKU・MIYAGI」の横断幕を設置
して回収業務にあたった。

　
3．事業継続の取り組み

①事業継続関連文書の策定
2012年9月、「【BCP】事業継続計画（初

版）」をリリースした。震災の経験を踏まえ
て事業継続計画を策定すべきという社内
の意見から取り組みがはじまったもので、
各部門から担当者を選任してプロジェクト
チームを立ち上げ、3〜４カ月かけて策定
した。

震災前からＢＣＰを策定していた同業
他社を訪問してアドバイスを受けたり、公
的ガイドラインなどを参考にするなどし
て、必要項目や文書の構成について検討し
たが、汎用の書式や構成では、業務内容に
整合しない部分があったため、自社業務に
あうよう、手順やフォーマットを工夫した。

②ＢＣＰの概要
ＢＣＰが対象とするリスクは、社内で協

議して、地震（震度５強以上）、津波、台風、
落雷、竜巻、感染症の６つに絞り込んだ。

緊急時の対策本部体制は、例えば地震
なら震度５強以上で自動設置することとし
ているが、震災後の余震でその基準に該当
するケースでも、管理職等が参集して被害
状況を確認したのち、BCPを発動しないと
判断したケースはある。何かあれば、管理職
は早い段階で参集するという対応は、BCP
の整備以前から意識せずとも行っている対
応であり、2011年4月7日の余震の際にも翌
朝までに参集している。

中核事業は、優先的に復旧すべき業務
から選択し、優先順位付けしている。

事業影響度分析は、それぞれの中核事
業について、BCPが対象とするリスク（上
述）が発生した際に想定される影響を、事
業継続に必要な「経営資源」ごとに分析す
るという手法をとっている。（次頁表参照）
併せて、復旧に取り組む際、ボトルネックと
なりうる資源を特定し、影響を低減するた
めの具体策を検討している。この一連の手
順は、公的ガイドライン等、さまざまな方
法を検討するなかで、自社の業務実態に
整合して考えやすいとして採用した。例え
ば、「収集運搬業務」という中核事業の事
業継続を考えるとき、ボトルネックとなり
得るのは燃料や車両で、これらを何らかの
対応が必要な資源として特定する、という
考え方である。

事業影響度評価の結果から、目標復旧
時間も定めている。例えば、中核事業「収
集運搬業務」を支える重要な資源である
業務用車両は70台あり、複数拠点に分散
保管しているため、すべてが使用できなく
なる事態は想定しなくてよいとの判断のも
と目標復旧時間は「即日」とするが、機械を
使用する工程がある業務は「電気復旧後

【写真】仙台港資源センター前道路の津波による被害状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：株式会社サイコーより提供）
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約１週間」としている。
なお、当たり前のこととして自然に対応で

きている事項の中には、特に文書化してい
ないものもある。今後の改定の際、実態を
見据えて修正を検討したいと考えている。

zzzzz
4．震災から見えた課題と

その対応

①安否確認のルール化
震災当時、社員の安否確認ルールを具

体的に定めていなかった。本社に戻った社
員を社員名簿と照合して確認する、休暇中
の社員には確認がとれるまで連絡すると
いう対応をとり、全員の安否確認まで３日
を要した。

震災後に、改めて緊急連絡網を作成し、
有事には、上長に電話あるいはメールで連
絡をとる、連絡が取れない場合は、原則、
本社に参集するというルールを定めた。

②津波対策
震災時の仙台港資源化センターにおけ

る社員の避難行動は、同センター責任者
の津波に対する知識とリスク感性による
直観的な判断に基づくものだった。責任者
の迅速かつ適切な判断により社員の命を
救うことができた経験は貴重である。前述
のBCPには、今回の経験を踏まえた内容
を盛り込むとともに、同センターを再建す
る際、海抜６ｍ以上の屋上を設置し、新た
な避難場所として確保した。

③取引先における作業時の対応
社員が取引先で作業中に地震が発生し

たケースがある。取引先から「ここは安全」
と言われても、会社のルールに基づき津波

などの危険を回避することを先方にお伝え
して行動するよう指示している。

④協力会社や同業他社との連携
震災の復旧活動を行う中で、協力会社

と協働するネットワークが構築され、その
関係は震災後も続いている。震災以前は、
遠隔地の同業他社と連携することは少な
かったが、震災時、必要に迫られて取り組
んだ、回収場所の融通や処分場の相互利
用などの協力関係が、業務効率の向上に
貢献したこともあり、近年、県外の事業者
との交流が活発になっている。緊急時の協
力関係を契機として、事業継続の観点から
選択肢が増えた好例だと考えている。

⑤公的機関の各種補助金の申請
仙台港資源化センターの再建等の資

金調達に際しては、「中小企業等グループ
施設等復旧整備補助事業に係る補助金」
（中小企業庁）など複数の申請を行った。
補助金のなかには、申請から実際の借入
までに1年近く要するものや、自社資産の
被害に限定しリースによる設備等は対象
外とするなど、事業継続というよりは、資
産の保護という防災の観点に比重が高い
ものがあるため、注意が必要である。

5．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

①継続的な取り組みによるモチベーショ
ンの維持
震災時の経験を活かして事業継続関連

の文書を策定したが、震災から時間が経
過するとともに、社員の防災や事業継続に
向けた活動へのモチベーションを保つの

が難しくなる。日常業務の中で少しずつ優
先順位が低くなり、震災の記憶の風化が
進むことに問題意識を持っている。防災・
事業継続に対する社員の意識を保つため
の仕組みは、文書策定以上に重要だ。

　
②日常業務におけるコミュニケーション

の重要性〜平常業務に事業継続の仕
組みを組み込む
事業継続や緊急時対応においては、

ルールの文書化もさることながら、社員が
実際に動ける行動力が何より大切である。
震災で大きな力になったのは社員の活動
だった。平常時の報告ルートが明確で、普
段からそのルートを使った社員のコミュ
ニケーションが良好であったことが、当時
の活動を支えていたと考える。平常時にで
きないことは緊急時にもできない。日頃か
ら、連絡体制や情報交換のしくみを整える
などの企業文化を育てることが大切であ
る。緊急時には、普段の体制のもと、連絡
する内容が安否確認や食料調達業務など
に代わるだけだと理解すればよい。

③リーダーシップと意思決定
仙台港資源化センターでは、責任者の迅

速な判断が社員を津波被害から救った。ま
た、社長が震災から数日で、同センターの
現地復旧という経営判断を行い、社員に明
確に示したことで、事業継続の方針が明確
になり、無用な動揺を避けることができた。

社員を守り、雇用を守ることは、事業継
続の大きな目的の一つである。経営陣や
部門のリーダー層の意思決定は、社員の
安全・安心のベースになるため重要であ
る。社員が不安なく活動できることは、事
業継続に向けて組織の大きな力になるこ
とを実感した。

　
④役に立った備品

平常業務で使用するため、発電機は燃
料とともに構内に保管してあったが、パ
ソコン一台稼働するにも役立つので有効
であった。備蓄用に保管していたもので
はないが、毛布、蝋燭、ブルーシート、ガ
スコンロなども震災直後に重宝した。ラ
ジオも情報収集に欠かせないものだった
が、毎日のラジオ体操用に、乾電池式の
ラジオ付CDプレーヤーを各拠点に一台
ずつ配備しており役に立った。

以上

株式会社 サイコー第2章

災害等

資源

地震
(震度5強

以上)
津波 台風 落雷 竜巻 感染症 対応要否

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

燃料 不可 不可 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 要対応

車両 不可 不可 不可 不可 不可 影響なし 要対応

人員 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 不可 要対応

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

【表】災害影響一覧表（想定される災害がおこった場合の資源の不可）の例

　（出典：株式会社サイコー【BCP】事業継続計画、平成24年）
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第 2 章　被災企業へのインタビュー記録

市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

仙台市（東北支店、仙台製造所（※）） 1,045,986人 6強 938人 30,034戸

ＪＦＥ条鋼株式会社
〜顧客への供給責任を果たすことが最重要と位置付け、

事業継続に取り組む〜

1．はじめに

JFE条鋼株式会社は、全国に事業を
展開する総合電炉メーカーである。日本
の鉄鋼業の中核をなすJFEグループに属
し、形鋼・鉄筋コンクリート用棒鋼・特
殊鋼棒鋼など、産業基盤を支える製品を
幅広く提供する。2012年4月には、ダイワ
スチール株式会社、東北スチール株式会
社、豊平製鋼株式会社と合併した。

宮城県内には、東北支店と仙台製造所
の２つの拠点があり、このうち、東日本大
震災（以下「震災」）では、仙台港に近い

【お話をうかがった方】
ＪＦＥ条鋼株式会社
仙台製造所 生産企画部長 小平 悟史 氏
 生産企画部 企画グループマネージャー 佐藤 勝徳 氏

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

宮城県内の拠点

（※）お話をうかがった拠点
（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4

月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

仙台製造所が津波被害を受けた。同製
造所では、震災前から、地震・津波に備
えて、避難場所の指定と訓練の継続的な
実施や備蓄などに取り組んでいたため、
自社員•協力会社社員への被害は最小限
にとどめることができた。

インタビューでは、平常時から訓練を
重ねることで津波被害に対処した経緯
や、事業継続の取り組みのうち、仙台製
造所の取り組みを中心にうかがった。

2．震災時の対応

 ⑴緊急事態準備の状況

震災前から、「全社防災規程」や「本社
防災マニュアル」などの防災関連規程を
各種整備し、それらに基づく全社的な訓
練を毎年実施していた。訓練には、想定
シナリオに基づく、発災から対策本部の
立ち上げまでの時系列の対応にかかる初
動訓練が含まれる。本社及び各拠点の関
連各部門が参加し、テレビ会議システム
などを活用して実施している。

会社概要

社　　　　名	：ＪＦＥ条鋼株式会社
設 　 　 　 立	：1999年4月1日
業 　 　 　 種	：鉄鋼・非鉄金属業
資 　 本 　 金	：450億円
従 業 員 数	：1,388人
本 社 所 在 地	：東京都港区新橋5-11-3
宮城県内拠点	：東北支店（仙台市青葉区）
	 	 仙台製造所（仙台市宮城野区）（※）

東北支店

仙台製造所
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 ⑵初動対応　〜避難を中心に〜

震災時、仙台製造所の社員は、規定に
基づき、揺れがおさまったあと構内各工
場建屋内の指定避難場所に避難した。
製鋼部門で9ｍ、圧延部門で5ｍ以上の
高さに避難スペースを設置しており、そこ
に避難した社員は助かった。津波の高さ
は3.2ｍで、構内の旧管理センターの2階
の床まで達した。海側の体育館も避難所
に指定されていたが、津波の高さは5.5ｍ
にも達し、ガラスを割って2階部分にも浸
水したため、ここでは残念ながら数名の
自社員•協力会社社員が津波の犠牲者と
なった。

 ⑶復旧に向けた取り組み

仙台製造所は、自動車や建設機械の重
要保安部品に使用される特殊鋼棒線を
製造し、供給が途絶すれば顧客の事業に
大きな影響を与える製品を数多く製造し
ている。従来から、鉄鋼業には、顧客へ
の供給責任を果たすことを最重要とする
文化があり、顧客の事業影響を最小限と
する点からも、震災時全社一丸となって
復旧に取り組んだ。しかしながら4〜5カ
月の生産停止となったため、親会社から
の代替供給をはじめとして、津波で浸水
した在庫品を顧客の許可に基づいて洗
浄して出荷する、あるいは本社営業部門
を中心として、社内外の代替供給につい
て顧客へ提案し調整するなど、あらゆる
手をつくして対応した。

3．事業継続の取り組み

同社では、製造設備等の機能停止と従
業員等の就労困難のリスクに分けて、全
社に適用する「事業継続計画」を策定して
いる。前者の想定リスクは「火災、爆発、ガ
ス類漏洩、危険物等の流出、地震、台風、
津波、高潮、テロ等により、同社の製造設
備、在庫品または情報システムが機能し
ない状態になること」であり、後者は「イン
フルエンザなどの感染症により、従業員
の出勤が困難となること」である。

今回の調査では、製造設備等の機能停
止にかかる事業継続計画（初版：2011年
12月、最新版：2013年7月）についてお話
をうかがった。

 ⑴基本方針

製品の供給責任を果たすため、早期に
被害の復旧を図るとともに、有効な手段
を講じてサプライチェーンの維持と事業
基盤の早期回復を実現することを基本方
針としている。有効な手段には、社内資源
の活用、グループ会社との連携に加え、
状況に応じた同業他社への協力要請・連
携も含まれており、あくまで顧客対応を
最優先に対処することを定めている。

 ⑵影響度評価（事業影響度分析）

同社では、リスク事象の結果生じる事
業の中断や混乱に主眼を置く、インパク

トベースの考え方で事業継続計画を策定
している。事業影響度分析（同社の事業
継続計画では「影響度評価」）でも、原
因となるリスク事象を特定せずに、製造
設備と製品在庫の機能の停止状況の想
定を5つのケースに分け、サプライチェー
ンが維持可能な平均的な期間、言い換え
れば、在庫からの供給によって、サプライ
チェーンに影響が生じない平均的な期間
を分析している。（表参照）なお、影響度
評価に関する規定は、今回の震災時にお
ける具体的な対処ノウハウを踏まえ作成
されたものである。

インパクトベースの考え方を採用した
のは、リスク事象の種類と規模の組み合
わせを厳密にシミュレーションすると、
事業継続に必要な各種機能が中断・混乱
する範囲と期間の組み合わせに、膨大な
ケースが想定されるためである。同社で
は、電気、ガス、水道等のインフラの停止
期間などの詳細な被害想定を含むモデル
も準備しているが、必ずしも現実に起き
る事象と一致するとは限らないと考えて
いる。そこで、設備、在庫、サプライチェー
ンという3つの視点を軸に、リスク事業が
与えうる影響（インパクト）の度合い、即
ち「影響度」を分析・評価した。

同社の製品群は、製造ラインから考え
て、大きく二つに分類できる。また、製品
の在庫は、社内倉庫か流通基地の倉庫に
必ずあり、平常時でも在庫が完全になく
なるというケースはない。そこで、平常時
の在庫量と供給状況の情報に基づき、各
部門の製造設備と製品在庫の被災状況

製造設備 製品在庫 サプライチェーンが維持可能な平均的期間
（在庫からの製品供給により顧客影響がない期間）製品群A 製品群B 社内倉庫 流通基地

ケース1 × ○ ○ ○ Ｘ週間

ケース2 ○ × ○ ○ Y週間

ケース3 × × △ ○ Z週間

ケース4 × × × ○ a〜b日

ケース5 ○ ○ ○ × サプライチェーンは維持可能

【表】「被災の影響度評価」

（凡例：○：被災なし、操業可能 △：一部被災　×：被災あり。操業不可）
（出典：「事業継続計画（2011年、JFE条鋼株式会社）」をインターリスク総研にて一部改変）
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の組み合わせごとに、サプライチェーンが
維持可能な平均的期間を算出した。これ
をまとめたのが表で示した「被災の影響
度評価」である。

例えば、表のケース5は、製造設備は
被害を受けず、製品在庫のうち流通基
地の在庫のみに被害が生じるという想
定である。この想定では、製造ラインの
稼働と社内倉庫の在庫による出荷対応
で製品の供給が可能であるから、サプラ
イチェーンは平常時と同じ状態で維持で
き、もっともリスク事象の影響が低いケー
スとなる。

　
 ⑶事業継続戦略

製品・サービス供給にかかる基本戦略
は、以下のとおり二段階で設定され、そ
れぞれの具体手順が定められている。

・影響度評価で算出したサプライチェー
ンが維持可能な平均的期間内での復
旧

・被害調査の結果、復旧想定期間が、サ
プライチェーンが維持可能な平均的期
間を超える場合は、代替供給を実施

代替供給については、自社の他拠点や
グループ内企業での代替供給の検討に
加え、同業他社に対する代替供給の要請
も視野に入れている。あくまで、顧客対
応最優先の事業継続が基本であること
と、震災のような激甚災害では、グループ
内での対応だけでは難しく、同業他社と
の連携が必要になるためである。顧客の
ためになるならば、同業他社との連携は
必要だと考えている。

特殊鋼棒線は生産可能な鉄鋼メーカー
が限定されるため、阪神淡路大震災にお
ける工場停止の際などにおいて、他の特殊
鋼メーカーが代替供給した事例がある。
今回の震災では、他の特殊鋼メーカーか
らの代替供給を受け、顧客の事業継続が
可能となった。こうした経緯を踏まえて、
事業継続計画にも他メーカーからの代替
供給を明記している。

事業継続戦略としてはほかに、原料・
資材品の調達の二重化、拠点・設備の被
害軽減対策、対策本部要員の機動的な
配置などが定められている。

 ⑷演習・訓練

前述のとおり、各種の防災関連規程に
基づく全社的な訓練を、震災前から毎年
実施している。最近では、南海トラフ地震
発生による水島製造所（岡山県倉敷市）
の被災を想定した訓練を実施した。製造
ラインの代替供給の想定は含まれていな
いが、仙台製造所から水島製造所に支援
要員を派遣するなどの対応が含まれてお
り、実践的である。関係部門から参加す
る社員には、あらかじめ訓練シナリオが
開示されており、訓練を通じて、自分の役
割を理解することができる。

 ⑸社外とのコミュニケーション

平常時から、「One Voice」を合言葉
に、情報発信の窓口を一本化して、公開
情報と需要家や取引先に提供する情報を
一致させ、信頼を維持することを重視して
いる。事業継続計画にもその重要性と手
順が定められている。また、長期間の機
能停止などに関して誤った情報が流布す
ることのリスクを認識し、マスメディアや
自社ホームページを介した正しい情報提
供のあり方についても定められている。

4．震災から見えた課題と
その対応

①さまざまなシナリオによる訓練の重
要性
仙台製造所では、宮城県沖地震は必ず

来るものとして、地震と津波を想定した
訓練に継続的に取り組んでいた。

震災の数か月前の訓練にて「津波の襲
来により構内への出入りが一時的にでき
なくなるため、構内に一晩泊まる」というシ
ナリオを検討した際、工場建屋の避難所
にも食料が必要だということに気づいた。
当時、食料を含めた備蓄の保管場所は構
内の管理センターのみで、工場への配備
はなかったのである。これを機に、各避難
場所にも非常用の備蓄を配備したことが
震災時には役立った。津波で水が引かず、
避難場所で一夜を明かすということが現
実になり、管理センターまで物資を取りに
いくことなど不可能だったのである。

このように、多くの関係者でさまざまな
状況を議論し、具体的にシナリオに起こ
して訓練する取り組みは、計画の不備等
に気づくきっかけになることもあり、重要
である。

②備蓄等の見直し
震災時の経験を踏まえ、備蓄品を見直

した。電池の持ちが悪く一晩もたなかっ
た懐中電灯をLEDタイプに変更、防寒対
策として毛布や灯油ストーブを加え、屋
上に軽油式の発電機を配備するなど、各
種の改善策を講じた。軽油式の発電機を
採用した理由は、ガソリンより軽油の方
が長期間保管できることによる。

また、震災では、従来から設置されてい
た防災行政無線がうまく機能しなかった
ため、一斉放送システムを新たに導入し、
広い構内での連絡手段を複数確保した。

5．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

企業に損失などの影響をもたらすリス
ク事象は、地震以外にも多岐にわたるた
め、リスク事象ごとに対応を検討する方
法だと、リスク事象の数だけ対応のパター
ンを考えなくてはならない。これに対し
て、設備や在庫への被害状況など、リス
ク事象がもたらす影響（インパクト）から
事業継続を考える方がシンプルで検討し
やすい。例えば、地震や洪水などのリス
ク事象ごとに対策を講じるのではなく、
本社の機能停止、Ａ工場の機能停止とい
うように、リスク事象がもたらすインパク
トに着目して対策を講じるのである。

業種によっては難しいかもしれない
が、業務プロセスをあまり細かく分類す
ると複雑になるので、業種ごとの業務プ
ロセスの特徴から、なるべくシンプルに
分析の軸（同社の場合は、設備、在庫、サ
プライチェーン）を定めると良いだろう。

以上

JFE条鋼株式会社第2章
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第 2 章　被災企業へのインタビュー記録

市区町村名
（本店と沿岸部の主な拠点） 人口 震度 人的被害 住家被害

仙台市（本店）(※) 1,045,986人 6強 938人 30,034戸

石巻市（雄勝支店） 160,826人 6強 3,959人 19,974戸

気仙沼市（気仙沼支店） 73,489人 6弱 1,432人 8,482戸

南三陸町（歌津支店、志津川支店） 17,429人 6弱 838人 3,143戸

女川町（女川支店） 10,051人 6弱 869人 2,924戸

株式会社 仙台銀行
〜震災翌日から店舗営業を再開、あらゆる手段で

事業継続に取り組み、地域社会に貢献〜

1．はじめに

株式会社仙台銀行は、宮城県の地域
金融機関として、東日本大震災（以下「震
災」）当時、県内に71店舗、東京都内に
1店舗の計72店舗にて事業を展開してい

る。平成24年10月には、持株会社である
株式会社じもとホールディングスのもと、
きらやか銀行（山形県山形市）と経営統
合している。

地域社会の経済活動を支える金融は、
電力、水道、ガス、鉄道、道路等と並ぶ
重要なインフラであるという認識のもと、

平成14年頃から事業継続への取り組みを
積極的に推進してきた。

震災では、沿岸部の店舗を中心に津波
による甚大な被害（次頁図１、写真①②
参照）を受ける中、避難所やバスを利用
した仮設窓口の設置から、さらには巡回
型移動店舗「どこでも窓口」による対応な

【お話をうかがった方】
株式会社 仙台銀行　
経営企画部長 尾形 毅 氏
リスク統括部長 猪股 恭四 氏
リスク統括部 吉田 稔 氏

（※）お話をうかがった拠点
（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4

月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度（女川町）：女川町復興計画、女川町、平成23年9月
震度（女川町以外）：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

会社概要 宮城県内の拠点（本店および沿岸部の主な被災拠点）

社　　　　名	：株式会社仙台銀行
設　　　　立	：1951年5月25日
業 　 　 　 種	：銀行業
資 　 本 　 金	：224億85百万円
従 業 員 数	：728人（平成25年（2013）9月末現在）
本 店 所 在 地	：宮城県仙台市青葉区一番町2-1-1(※)

宮城県内拠点	：71店舗
ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）形式での店舗統合
による実質店舗数60店舗（平成25年（2013）9月末現在）

気仙沼支店

雄勝支店
女川支店

志津川支店
歌津支店

仙台（本店）
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ど、顧客の利便性を重視したきめ細かい
対応を実施することで事業継続に取り組
んだ。

インタビューでは、震災前からの事業
継続計画による備えと、震災時に全社一
丸となって、想定外の困難を乗り越えて
金融サービスの事業継続に取り組んだ経
緯についてうかがった。

2．震災時の対応

 ⑴緊急事態準備の状況

銀行業務の継続は社会経済生活を支

【写真①】志津川支店の被害　 　 　 （出典：参考文献1、26頁） 【写真②】歌津支店の被害　　　　　　（出典：参考文献1、29頁） 

える重要な責務であるとの認識のもと、
震災以前から事業継続関連文書の策定
をはじめとした取り組みを行っていた。

震度5弱以上の地震発生時には、対策
本部員は、24時間365日の体制で本店に
自動参集する仕組みがあった。この仕組
みは職員に相応の負担をかけるもので
あったが、事業継続の重要性を組織文化
に組み込む意味もあり、継続して取り組ん
でいた。実際、震災以前に、宮城県沖地震
（平成17（2005）年）、岩手・宮城内陸地
震（平成20（2008）年）、岩手県中部地震
（平成20（2008）年）など同規模の地震
が複数回発生したため、初動対応の経験
を実務として積み重ねることができてい
たことが震災時には非常に役に立った。
参集・出社基準の見直しは随時行い、店

舗の被害確認や意思決定にかかる担当、
権限の代替順位についても定めていた。

さらに、災害時の最重要業務である
「預金の払い出し」について、震災の2
年ほど前から、システムダウン等を想定
した手作業による預金支払訓練を実施
していた。

これらの事前の取り組みは、震災が想
定外の規模でありながら、直後の迅速な
対応を可能にした点で有効であった。

　
 ⑵初動対応

①対策本部の立ち上げと安否確認、情報
収集
震災直後に企画部門・リスク管理部門

が中心となって対策本部を立ち上げた

≪店舗の状況≫
下記以外でも多数の店舗・ATMにも浸水・損壊被害発生。
●全壊店舗・・・大津波

気仙沼支店（気仙沼市）
歌津支店（南三陸町）
志津川支店（南三陸町）
雄勝支店（石巻市雄勝町）
女川支店（女川町）

 ●破損・半水没店舗
多賀城支店（多賀城市）・・・1階浸水
石巻支店（石巻市）・・・1階浸水
中里支店（石巻市）・・・1階浸水
苦竹支店（仙台市宮城野区）・・・店舗損傷
将監支店（仙台市泉区) ・・・店舗損傷
宮城野支店（仙台市宮城野区）・・・店舗損傷
塩釜支店（塩釜市）・・・店舗損傷
大河原支店（大河原町）・・・店舗損傷
高清水出張所（栗原市）・・・店舗損傷

●全壊店舗外ATM・・・9ヵ所
やまや塩釜、イオン気仙沼、イオン多賀城、イオンタウン塩釜
ショッピングセンター、みやぎ生協渡波、ダイシン矢本、仙台空
港、みやぎ生協大代、ヨークベニマル大街道の各出張所

【図１】東日本大震災における同行の被害の状況（平成23年3月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　（出典：参考文献1、19頁）
（注）店舗数：宮城県内70、東京都内1、店舗外ATM：宮城県内96　　　　
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が、沿岸部の拠点の壊滅的な被害や通信
手段の完全な途絶など、事前の想定を超
える状況下で、あらかじめ定めてあった
仕組みでは立ち行かない面もあり、臨機
応変の対応を迫られた。

最も苦慮したのは、職員の安否確認や
各拠点の被害状況の確認などの情報収
集である。固定電話、携帯電話、インター
ネットいずれも使えず、通信手段が断た
れた状態だったため、震災当日の情報収
集は、携帯ラジオによる方法と、職員が
直接現地に出向いて収集する方法をとっ
た。後者については、職員が懐中電灯を
携帯して、宮城県庁の対策本部、警察、
財務省東北財務局、日本銀行仙台支店な
どに直接出向いて情報収集にあたった。
対策本部を設置した本店は仙台市の中心
部にあり、これらの公共機関等が徒歩圏
に集中していたためこの方法を取ること
ができ、幸運だったと考えている。

携帯ラジオで津波被害の情報は収集
していたため、沿岸部を中心とする店舗
の被災の可能性は理解していた。そこで、
沿岸部の拠点の被害状況の確認のため、
震災の翌朝から、安全を確認しつつ、対
策本部の職員が手分けして、車で出向い
て情報収集にあたった。

　
②翌日からの営業開始

震災当日の夕刻までに再開に向けた対
応策について意思決定し、翌12日に仙台
市を中心として30店舗で9時〜16時まで
休日営業を行うこととした。対策本部で
は、翌日からの業務に備えるために、預
金の手作業による払い出し手順などの必
要事項をマニュアルから抜粋した指示文

書を拠点数分用意し、対策本部の職員が
夜通し手分けして、危険な沿岸部を除い
た対象となる店舗に配付した。各店舗の
職員は、翌日指示文書を確認して業務に
あたった。預金払い出しは手数料無料・
10万円限度としている。

なお、初動段階に事業継続の状況を外
部に発信する媒体として、新聞、テレビ等
の報道各社を積極的に活用させてもらっ
た。震災の翌朝、河北新報社が朝刊を発
行したことから始めたもので、営業状況
等を伝えるために広告欄の利用や記者ク
ラブへの情報の投げ込みなどを継続的に
行った。

　
③店舗の安全確保

被災店舗の中には、シャッターや防犯
システムが破損したところがあったため、
業務の継続に向けた準備もさることなが
ら、防犯上の必要性から、店長を含む複
数の職員が泊まり込む対応をとった。

　
④食料等生活物資の手配

あらかじめ定めていた事業継続の仕組
みでは、災害時にライフラインが途絶す
る中で、対策本部や店舗に連日泊まり込
むという対応は想定していなかった。その
ため、十分な備蓄がなかった。食料は仙
台市内で不足したため、米を何トンか郡
部より購入し、本店の職員食堂で一日千
個ほどのおにぎりを職員自らにぎり、可
能な限り店舗まで配給する対応を一週間
ほど継続した。

また、経営統合を進めていたきらやか
銀行による支援は大きな力となった。隣
県からの支援を受けられることは、地理

的なリスク分散の重要性を認識させられ
るものだった。

　
 ⑶復旧に向けた取り組み

①現金運搬・物資運搬等の緊急対応
震災後に燃料不足は深刻だった。給油

専門の部隊を設置し、対策本部が一括し
て給油や車両を管理する態勢とした。各
店舗での預金の払い出しを支える現金運
搬については、当局より規制除外車両の
指定を受けて対応した。また、被害が少
なかった地域の運送業者と提携してマイ
クロバスを手配し、職員が同行するなど
のセキュリティ対策も含めて、柔軟に対応
した。

②避難所や移動バスによる仮設窓口の
設置
沿岸部の全壊店舗では、店舗の現地復

旧に時間がかかることから、避難所やプレ
ハブなどによる仮設窓口を設置することで
応急復旧した。また、職員のアイデアから、
マイクロバスで被災地を移動巡回して現
金の払い出し等の業務を行った。1日2、3
か所のペースで、避難所を巡回する業務を
震災の翌週には開始した。地域密着型の
営業を活かして顧客の本人確認も対面で
行い、携帯端末で残高確認をするなど、非
常時であっても顧客ニーズに応える視点
から柔軟に対応した（表1）。

③遠隔地の銀行による預金支払いの代行
全国銀行協会が中心となり、他県に避

難している顧客が、キャッシュカードがな
くてATMが使えない場合でも預金の払

平成23年3月23日〜 【仮設窓口・移動バスによる事業継続】
全壊店舗では、仮設窓口を避難所やプレハブにて設置したほか、バスによる巡回営業を行った。取
扱業務は、預金の引出し、融資等の相談であった。

平成23年4月20日〜 【店舗移転等による営業再開】
全壊店舗では、近隣店舗内に移転（店舗内店舗）の上、営業を再開した。移転先の店舗では、それ
ぞれ従来の店舗名で業務を行うため、預金口座等の移管を行う必要はなく、店コードや口座番号
の変更はない。

平成24年5月〜 【巡回型移動店舗「どこでも窓口」】（次頁写真③）
津波被災地や店舗移転した地域の利便性を回復・確保するため、簡易窓口設備とATMを搭載した
トラックにて、南三陸町（志津川・歌津地区）と石巻市（雄勝地区）にて巡回営業を行った。

　（出典：参考文献1、2、3） 

【表1】沿岸地域における事業継続への取り組み

株式会社 仙台銀行第2章
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い出しができるよう、遠隔地の銀行（他
行）が当行に照会した上で預金の払い出
しに応じるという対応も行っていた。

3．事業継続の取り組み

①事業継続関連文書の策定
平成14（2002）年から、リスク統括部を

中心に事業継続関連文書の整備に取り
組み、同行独自のプランとして体系化して
きた。各種研修等における情報収集のほ
か、他行とも情報交換しつつ文書化を進
めてきた。

優先的に対処すべきリスクとしては、地
震等の自然災害と新型インフルエンザ等
感染症を掲げていたが、金融業務固有の
課題として、システム障害や流動性危機な
どの事象に着目した対策も講じている。具
体的には、自然災害と感染症を焦点とした

「業務継続計画（BCP）」、「大規模災害対
応マニュアル（本部対応手順／営業店対
応手順）」、システム障害対応のための「コ
ンティンジェンシープラン」などである。

前述したとおり、震災前にも複数回、
震度5弱の地震を経験しており、発災す
る都度、全文書をレビューし、見直すべき
点があれば修正するなど社内でノウハウ
を蓄積していた。

　
②各種の訓練の実施

安否確認やシステム関連の各種訓練を
震災前から実施していた。特に、預金の払
い出しは最優先すべき重要業務であるた

め、震災の2年ほど前から、システムダウ
ン等を想定した手作業による預金支払訓
練を実施していた。訓練では、職員が具体
的手順を確認するとともに、営業店からの
要望、改善提案を併せて受けてマニュア
ル等のブラッシュアップに役立てていた。

　
③事前の耐震補強工事等

事 前のリスク軽 減 策として平 成 1 9
（2007）年に本店建物の耐震工事を実施
している。また、自家発電設備も装備して
いた。これらの対策により、コントロールタ
ワーである本店が致命的な被害を受けず、
また必要な機能を維持できたことが、震災
後の柔軟な対応に資したと考えている。

4．震災から見えた課題と
その対応

同行では、平成23年8月に現場の職員
の体験・意見を反映させ、職員それぞれ
の体験を共有し、震災対応における問題
点や評価点等を明らかにし、業務継続体
制の見直しを図るため、全営業店長・本
部課長を対象に「東日本大震災対応に
係るアンケート」を実施し、震災時の対
応に関する総括を行っている。表2、次頁
表3は、同行の検証による事業継続上の
プラス要因と課題である。

以下は、表2、次頁表3の補足説明で
ある。

●本店の建物及びシステムに致命的な損傷がなかったこと
▶本店の建物は、平成19年6月に耐震補強工事を実施済み
▶システム共同センターは、県外に設置

●発災が金曜日であったこと：職員の安否確認、翌日の指示、土日の対応

●発災の時刻が午後2時46分であったこと：営業終了の判断

●職員の献身的な営業継続に向けた努力・熱意
▶職員も被災している中、本支店職員が一丸となり「何とかしなければ」との思いで臨機
応変に取り組んだ

●過去に何度も震度5以上の地震を経験していること
▶その都度、頭取を本部長とする対策本部を立ち上げ、対応してきた

●外部からの支援があったこと
▶近隣・外部の各種団体等から、水・食料・作業用品等の支援があった

【写真③】巡回型移動店舗「どこでも窓口」
“ふるさと復興のために、愛によって結ばれたたすけあいの気持ちを、どこでも届けたい”という震災直後に入社の新入行員の強い願いから「どこ
でも窓口」と名付けられた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （出典：参考文献3、4頁）

【表2】事業継続にプラスとなった要因

　（出典：参考文献1） 
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参考文献

資料1… 業務継続体制について 〜災害対策
を中心として〜 東日本大震災の体
験・教訓を踏まえて、株式会社仙台
銀行、平成24年4月

資料2… 仙台銀行 2011年ディスクロージャー
誌 別冊、株式会社仙台銀行、平成23
年7月 

資料3… 仙台銀行 2012年ディスクロージャー
誌 別冊、株式会社仙台銀行、平成24
年7月 

①職員の派遣による安否確認と社内指
示・連絡体制
震災時に通信手段が使えず安否確認

と情報収集に苦慮した経験を踏まえ、震
災後、「全ての通信手段が使えない場合」
の対応についてマニュアルにまとめた。

具体的には、
・対策本部は、連絡が取れない店舗が

所属する地域の基地店舗（以下「基
地店舗」）に直接職員を派遣（原則
２名体制）し、暫定的な対応等につ
いて指示・連絡する。

・基地店舗に指定されている店舗で
は、対策本部から職員が到着するま
で、店舗で待機する。

・基地店舗の傘下ブロック店は、基地
店舗に職員を派遣し、安否確認や店
舗の被害状況を報告する。

といった手順で、通信途絶の中で震災時
に実際に行ったことをルール化したもの
である。

②災害時の相互支援提携
震災時、水や食料等の物資が手に入

らない状況下で、各地からの救援物資の
支援は大きな力となった。そこで平成23
（2011）年8月、同一システムのユーザー
会の会員行7行(仙台銀行、神奈川銀行、
但馬銀行、東京都民銀行、東北銀行、富
山銀行、長野銀行)の間で「災害時の相互
支援に関する覚書」を締結した。遠隔地
の他行と連携することで、地理的なリス
ク分散を図ることが可能となる。

5．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

①通信手段の完全な途絶を想定した代
替手段
安否確認や業務連絡などに、複数の通

信手段を確保しておくことは大変重要で
ある。インターネットで情報を集約すべ
きという考え方もあるが、非常時に何が
使えなくなるか事前に想定できない。ス
マートフォンやＰＨＳが繋がりやすいなど
という状況があったとしても、ユーザーの
数や基地局の環境などを考えると、次の
災害でどういう状況になるかは予想でき
ない。複数の手段を確保して実際に平時
にも使える状態にしておくことが現実的
な対応である。

また、一方で、通信に限らずシステム
的な手段がすべて役立たない場合の対
応についても考えておく必要がある。実
際に、すべての通信手段が途絶した場
合を想定して、職員の派遣による情報
伝達ルールも事前に定めておくことは、
震災の経験から有効であった。指示・連
絡・報告のルートと手段を明確にし、本
部の職員は店舗まで出向き、店舗側の
職員はその到着まで待機する、というよ
うに職員の行動を具体的に定めておく
ことで通信途絶時の混乱を一定回避で
きる。

②現場での判断力と迅速な意思決定
緊急時には、営業店長またはその代理

権限者などが、対策本部の指示を待たず
に、自らの判断で、迅速な意思決定を行
わなければならない状況に置かれる。対
策本部でも各拠点の詳しい状況が把握
できない段階では細かい指示を出せず、
営業店長に判断を一任する場合も多い。
職員の命に関わる判断を求められること
もあるが、マニュアルに文書化できるこ
とは判断基準を示し、迅速に権限委任
が行える体制を構築しておくところまで
である。平常時に実践的な訓練を実施し
て判断力・意思決定の能力を養っておく
必要がある。

③平常時からの連携・協力体制
中小規模の企業経営者の方はとくに、

自社で対応できないような重大な局面
では、同業者と連絡をとる、公的機関
や取引金融機関等に相談する、など多
様なルートで情報交換しながら冷静に
対処することは重要だと考える。金融機
関には、金融機関としてのノウハウがあ
り、何らかの手助けができる場合があ
る。平常時から、金融機関含め、各種相
談先のネットワークを構築しておくこと
も大切だ。

以上

●物に関する項目
▶水・食料等の災害用備品、宿泊用備品、電気・ガスが使えない場合の暖房機器が不足
▶固定電話、携帯電話、電子メール等が途絶する場合の非常時の通信手段がなかった
▶発電設備が不足し、また、十分に稼働しなかった

●人に関する項目
▶交通機関がマヒし、職員の通勤手段に苦慮した
▶所属店に行けない職員は最寄支店に行くとしていたが、通信が途絶し、僚店勤務の把
握が困難だった
▶店によって人数の偏りがあった

●体制に関する項目
▶本部内での情報共有が不足していた

●具体的な対応に関する項目
▶シャッターの開閉ができなかった
▶安否確認に時間がかかった

【表3】東日本大震災における課題

　（出典：参考文献1） 
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第 2 章　被災企業へのインタビュー記録

市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

石巻市 160,826人 6強 3,959人 19,974戸

株式会社 武山興業
〜地域の建設業として道路啓開作業にあたるなど、

復旧・復興に大きな役割を果たす〜

1．はじめに

株式会社武山興業は、石巻市の新北
上川沿いに本社を構える。東日本大震災
（以下「震災」）では、本社屋の周辺がほ
ぼ浸水する中（写真①参照）、「建設業
は、災害直後の業務の遂行がそのまま地
域の災害復興に向けた大きな力になる」
との全社挙げての強い使命感のもと、発
災後3日後から北上川左岸で堤防道路の
緊急復旧工事を実施し、わずか３日間で
自衛隊による行方不明者の捜索や緊急物
資の運搬を可能にするまでに道路を復旧
した。

同社には、約20年前から使用している
緊急時の組織態勢の仕組みがある。災害

【お話をうかがった方】
株式会社 武山興業
専務取締役　　　武山 利子 氏

（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4
月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む。）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

会社概要 宮城県内の拠点

社　　　　名	：株式会社	武山興業
設　　　　立	：1976年2月
業 　 　 　 種	：建設業
資 　 本 　 金	：3,000万円
従 業 員 数	：35人
本 社 所 在 地	：宮城県石巻市中野字牧野巣前198

【写真①】浸水する本社屋周辺地域
（出典：「緊急出版　報道写真集　3．11大震災　巨大津波が襲った　発生から10日間　東北
の記録」、2011年、河北新報）

武山興業
本社所在地

武山興業本社
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等の深刻度に応じて「注意態勢」「警戒
態勢」「非常態勢」という三段階で段階
的対応を行うもので、事業継続マネジメ
ント（BCM）のエスカレーションの考え
方に通じる。

また、震災後は、その経験を踏まえ、
防災と事業継続に向けた取り組みを本
格化させ、2013年10月、東北地方整備局
（港湾空港関係）の「災害時建設業事業
継続力認定制度」の認定を受けた。

インタビューでは、従業員の多くが被
災する中で発災直後から地域の復興に大
きな役割を果たした経験とともに事業継
続関連文書を策定した経緯についてうか
がった。　

　
　
　

2．震災時の対応

 ⑴緊急事態準備の状況

緊急時の組織態勢として、20年程前
から使用している仕組みがある（図1参
照）。地震、大雨、洪水、暴風、大規模
火災など、災害の種類を特定し、その程
度に応じて、段階的に「注意態勢（青）」
「警戒態勢（黄）」「非常態勢（赤）」と
色分けし、対策本部の設置基準や情報
伝達のルートなどの緊急時の対応を定め

【図1】左：災害対策本部（携帯カード表）／右：災害対策本部設置基準（携帯カード裏）

【写真②】本社を守ったブロック塀　　　　　　　（出典：インターリスク総研にて撮影）

たものである。社員は、平常時からこれ
を携帯し、有事の行動基準とする。基本
的に2年に1回は、内容を見直し、改定が
あった場合は、社員に周知徹底を図る。

また、災害時に必要な物資について
は、震災前から本社の１、２階及び敷地内
の倉庫に備蓄していた。具体的には、ブ
ルーシート、杭、土嚢袋、スコップなど防
災関連の資材に加え、非常用インスタン
トラーメン、着火練炭、七厘（練炭火鉢）
などである。

 ⑵初動対応

武山氏は、本社で被災した。経験した

ことのないような強い揺れを感じたた
め、揺れが収まったあと、いったん北上
川下流河口付近と追波湾沿岸部の自宅
に車で移動して各種の状況確認を行った
が、津波が来ると考えていたので急いで
本社に戻った。本社は新北上川の左岸で
河口から9.4kmのポイントにあるが、本
社到着後１分も経たないタイミングで津
波が遡上し、堤防が破壊され、同社の敷
地周辺も浸水した。（前頁写真①）本社の
敷地は、コンクリートの基礎が周囲より
少し高く、ブロック塀で囲まれていた（写
真②）ため浸水を免れたが、震災直後は、
停電と通信手段の遮断でラジオからのみ
の情報しか入らず、川の堤防の状況も不

　（出典：株式会社 武山興業より提供された資料をもとにインターリスク総研にて一部改変） 
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明確であったため、いつでも逃げられるよ
うに本社車庫から大型車両を出して坂路
に停車し避難の準備をした。
安否確認については、固定電話も携帯
電話もつながらない中では、本社に戻っ
てくる社員を順次確認する方法しかない
状況だった。本社に３日間泊まり込んだ
が、備蓄していた七厘を使ってお湯を沸
かすことはできたので、温かい飲み物は
用意できた。
　　　　　　　　　　
 ⑶復旧に向けた取り組み

①自主的な緊急時対応と行政指示によ
る道路啓開作業
新北上川下流地域では、両岸の堤防
が破堤して広範囲に浸水し、橋や道路が
寸断されていたため、本社は陸の孤島と
なった。発災時、社長は東京に出張中で、
通信事情の悪化から連絡も取れない状
態であったが、本社では社長の指示を待
たずに土木部長の判断で、瓦礫の撤去な
ど必要な作業を開始した。
社長はタクシーを乗り継いで3月13日未
明になってようやく帰社できた。その翌日
には国土交通省の北上川下流河川事務
所から緊急を要する堤防・道路の復旧工
事について直接要請を受けた。会社はた
だちに資機材調達に取り掛かり24時間体
制で作業にあたり、要請どおり3日後には
自衛隊等の緊急車両が通れるまで道路
を復旧した。
本社の敷地が周囲の土地より少し高
く、資機材の浸水を免れることができた
からこそ、緊急工事の要請にも応えるこ
とが可能であった。
　

②社員の活躍と精神面の負担
震災後、社員は被災しているにもかか
わらず本社に集まり、津波の土砂の撤去
と瓦礫の片づけを自発的に始めた。食料
は不足していたが、ある社員とそのご家
族が本社で自発的に毎日おにぎりを作
り、作業員の空腹を満たしてくれた。
道路啓開作業では、ヘドロと瓦礫の中
から津波被害に遭われた住民の方のご遺
体を引き揚げることも多く、その都度作
業を中断して警察へ対応を要請した。重
機のオペレーターはご遺体を傷めること
のないよう慎重に作業を進め、作業員が
丁寧に道路脇にご遺体を安置した。
自らが被災者でありながら社員は使命

感をもって作業に携わったが、精神面の
負担は大きかった。社員の献身的な活動
は、人命救助や支援物資の運搬に不可欠
な道路を確保するという重要な業務を支
え、地域復興の原動力になった。

3．事業継続の取り組み

震災の経験を踏まえて、「災害発生時
における事業継続計画（第１版）」を策定
し、国土交通省の東北地方整備局港湾空
港部の審査を経て、2013年10月、認定を
受けた（図2）。認定期間は2年で、今後
継続的に更新していく。
同計画の策定の基本方針として、協力
会社も含む社員の生命・身体の安全確保
を最優先として掲げるとともに、建設会
社として地域の復興のために果たすべき
社会的責任を踏まえ、救助活動や復旧活
動等への迅速な対応も掲げている。適用
範囲は会社の業務全般で、地震・津波お
よび一級河川の氾濫を対象リスクとして
いる。本社のすぐ前を新北上川が流れる
地理的条件を考慮している。優先すべき
対象リスクから取り組んだものであるが、
今後も自然災害の状況、外部の環境が変
化していくことに合わせて、常に改善を検

討していく必要があると認識している。
当初はイラストなどを用いてシンプル
に作成する方針であったが、上記の認
定を受けるにあたって、公表されている
BCPなどの各種ガイドライン等を参考に
しながら、網羅的に必要項目を盛り込ん
だ結果、文章と図表を中心とする厚い資
料として完成した。

4．震災から見えた課題と
その対応

震災時には、停電に加え、携帯電話や
固定電話がつながらないという想定を超
える事態を経験し、今後の備えとして以
下の対策を講じた。
　

①安否確認システムを導入
緊急連絡網を作成するとともに、社員
の携帯電話に安否確認システムを登録し
ている。東京・大阪いずれかの拠点から
発信されるので、有事にもつながりやす
く、電源さえ入れてあれば送受信できる
というシステムを採用した。地震について
は、宮城県及び隣県・近県で震度５弱以
上のものが発生した場合に配信される設
定である。発生地域によって配信対象の

【図2】災害時建設業事業継続力認定制度」の審査項目
（出典：東北地方整備局（港湾空港関係）災害時建設業事業継続力認定制度の概要）
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【写真③】備蓄品の例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：インターリスク総研にて撮影）

範囲を変えている。例えば、宮城県外で
の発生の場合は管理職までの配信とし、
一般社員を対象外とするなど、必要性に
応じた設定としている。

②無線機の配備
携帯電話を活用した安否確認システ

ムでは、非常時に通信自体が制限される
事態になれば機能しないことも予想され
る。そこで代替手段として業務用の全車
両に無線機を配備した。常に各工事現場
に２台程度、車両搭載の無線機を使える
状態になるため、片方が使えなくてもも
う片方で連絡が取れる。社長は無線機を
常に携帯し手元に置くこととしている。
車両に搭載した無線機はエンジンをかけ
ると稼働状態になるので、停電時にも車
両同士で連絡を取り合うことが可能にな
る。また無線の基地局はソーラーで動く
ので停電にも強い。

③避難用セットを配備
社員向けに3日分の非常食やその他の

備品をセットしたものを用意して備蓄し
ている。１箇所に集中させず分散して保
管し、本社が使えなくなっても、別の保管
場所で使えるようにしてリスクを減らして
いる（写真③）。

④井戸の設置
本社所在地とは別の場所に資材の代

替保管場所（石巻市内内陸部）がある
が、震災後、そこに井戸を掘って使用で

きる状態にした。停電になっても発電機
で地下水をくみ上げることができる。飲
料用には使えないとしても、生活用水と
して井戸水が使えれば災害時に活用でき
る。井戸を掘ることは震災前には考えて
いなかったが、震災の経験を踏まえて井
戸水の備えは有効と気づき、水対策とし
て実行に移した。

⑤災害対策用バイク・自転車の配備
震災時には、通信手段が途絶した状況

での情報収集の重要性を再確認した。特
に市町村など行政機関との連絡が重要で
あることから、通信手段がない場合に直
接足を運んで連絡や情報収集ができるよ
う、災害対策用のバイクを３台、自転車２
台を倉庫で保管することとした。定期的
にメンテナンスを実施して常に使える状
態を保っている。これも震災の経験を踏
まえた対策である。

5．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

①ラジオを聴いて逃げる
「揺れたら＝津波、ラジオを聴いて逃

げろ。」というのが何よりも大切だとの教
訓を、改めて震災から得た。停電すると
防災無線もサイレンも使えないという事
態が現実に起きている。そのような局面

でもラジオなら必要な情報を入手するこ
とができる。また避難先は、日常の訓練
で必ず確認しておくことも重要である。

　
②訓練の実施

無線機を配備するだけでなく、実際に
使えることが重要であり、そのための動
作確認を行わなければならない。会社で
は車のエンジンを実際にかけてみて無線
が連動して立ち上がるか、電波はどこま
でつながるか、操作方法は理解できてい
るか、伝達事項が実際に聞こえて伝わる
か、などについて訓練を実施している。ま
た安否確認システムの訓練は1か月に一
度実施している。さらに実際の地震発生
時（最近では2013年12月31日茨城県沖の
地震など）でも、安否確認システムが確
実に稼動しているか、また、社員は確認し
ているかなどをチェックしている。

③訓練と事業継続計画の実効性確認お
よび継続的改善
事業継続計画の文書を策定しても、災

害が起きてから緊急対応を要する段階
で、何ページの何を見て対処する、とい
うことでは遅い。平時から訓練を重ねて
社員が迅速に行動できるように備えてお
くことが重要だ。訓練では、災害の想定
により、「文書にはこのように書いてある
が、あなたならこの状況で実施にどう判
断して行動するか？」と具体的に社員に
問いかけながら、考えてもらう訓練が有
効だ。社員とコミュニケーションをとりな
がら、事業継続計画の改善点について気
づきを得ることもある。そのような訓練
の繰り返しを通して、より実践的な内容
に関連文書を改善できるとともに、社員
の意識も向上していく。したがって、策定
して完成するものではなく、常に、社員が
どうしたら動きやすいか、という視点で
訓練とともに改善を続けなければならな
いと考えている。

訓練の実施は災害が起きてからでは遅
い。その一方で数十年、数百年に１回とい
う低頻度の災害を想定して、日常的に訓
練を重ねたり事前の備えにコストをかけ
るのは難しい。だからこそ震災の経験・
教訓を風化させずに共有し、訓練と事前
の備えについて継続的に取り組んでいく
ことが大切だ。

以上
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富士警備保障株式会社
〜地震の短期予測に基づく事業継続の枠組みを導入、普及に取り組む〜

1．はじめに

富士警備保障株式会社は、機械警備、
常駐警備、貴重品輸送警備等の各種警
備サービスや関連システムサービス事業
を全国展開する企業である。東日本大震
災（以下「震災」）では、宮城県の仙台営
業所の建物が被害を受けたほか、震災後
に通信回線の途絶により首都圏内の各拠
点との交信ができない状態におかれた。

震災前から自然災害を焦点とする事業
継続関連文書を策定していたが、震災を
契機に、地震の短期予測システムを導入

し、それに基づき事業継続の枠組みを組
み替えた。

インタビューでは、本社の事業継続の
統括部門において、震災時とその後の対
応を中心に、お話をうかがった。

2．震災時の対応

 ⑴緊急事態準備の状況

同社では、震災前から事業継続関連

文書の整備に取り組んできた。2007年
には、内閣府のガイドライン等を参照し、
「事業継続管理規程」と「事業継続計画
『共通』実施規程（自然災害対策編）」
の初版を策定した。2012年10月には「事
業継続計画『共通』実施規程（パンデ
ミック対策編）」を策定している。

また、毎年1月17日に近い日曜日の早
朝、客先の常駐施設を含めた全拠点を対
象に、メールによる安否確認と衛星携帯
電話による通信訓練を行っている。訓練
日程は阪神淡路大震災（1995年）にちな
むもので、平日の業務に支障をきたさな
いよう日曜日の早朝に行っている。

市区町村名 人口 震度 人的被害 住家被害

仙台市（仙台営業所） 1,045,986人 6強 938人 30,034戸

（出典）人口、人的被害（死者と行方不明者の合計）、住家被害（全壊の数）：東日本大震災における被害等状況、宮城県、平成25年12月31日現在（平成23年4
月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日・平成24年8月30日･12月7日の余震の被害を含む）
震度：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震被害報（第146報）、消防庁、平成24年9月28日発表

【参考】東日本大震災 市区町村の被害データ（宮城県内の拠点所在地）

会社概要 宮城県内の拠点

社　　　　名	：富士警備保障株式会社
設　　　　立	：1970年4月
業 　 　 　 種	：警備業
資 　 本 　 金	：2,200万円
従 業 員 数	：1,100人
本 社 所 在 地	：東京都新宿区岩戸町9番地（※）

宮城県内拠点	：仙台営業所（仙台市宮城野区）

仙台営業所

【お話をうかがった方】
富士警備保障株式会社　
教育本部 執行役員 関口 政志 氏
S-CAST BCP本部 理事 田代 亮介 氏　
教育本部 理事 山西 行雄 氏
S-CAST BCP本部 部長 鈴木 秀一 氏

（※）お話をうかがった拠点
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【図1】地震の短期予測に基づくBCPの変革（１）　　　　　　　　　　　

 ⑵震災直後の対応

社員の連絡先のほか、各拠点や客先
常駐施設についても常時連絡がとれるよ
う、連絡先リストは平常時から作成し、
緊急時でもそれを活用できる体制であっ
たが、震災時には、固定電話・携帯電話
ともに使えなかったため、本社（東京都
内）では、社員の安否確認や各拠点の被
害状況等の確認に時間を要した。仙台営
業所とは比較的短期間で連絡がとれ、早
い段階で被害状況などを確認すること
ができた。

仙台営業所では、６階にあった事務所
兼管制センターが被災して立ち入りが危
険な状態になったため、管制センター機能
を２階に移して事業を継続した。機械警備
システム自体に問題は発生しなかったが、
震災直後は、必要に応じて警備員が巡回
警備する対応をとった。震災の２日後には
本社から支援部隊が現地入りした。

　
3．事業継続の取り組み

①事業継続関連文書の改定
震災後、前述の「事業継続管理規程」

と「事業継続計画『共通』実施規程（自
然災害編）」を改定した。緊急時の指揮

命令系統を平常時の自社組織体制に合
わせる、社内の他の規程類と様式を合わ
せるなど、震災の経験に基づき、自社の
実務に合った内容に変更した。また、以
下に示すとおり、地震短期予測システム
の導入に基づいて事業継続の枠組みを
組み替え、併せて、対応体制や具体的な
手順を練り直した。

なお、同社では、中核事業である警備業
務の目的が人命や資産を守ることにある
ため、目標復旧時間を基本的に０（ゼロ）と
定めている。この考え方は、改定前から変
わらない。

②地震短期予測システムの導入と、それ
に基づく事業継続の枠組みの構築
震災後、同社は、地震の短期予測に関

する電磁理工学分野の研究成果が、電気
通信大学のベンチャービジネスとして実
用化されていることを知り、社内検討を
行った結果、地震の短期予測の有用性を
認識するとともに、市場に広く普及する意
義を確認した。同社は、自社の事業継続
計画を地震予測を前提としたものに改訂
するとともに、システム部門を増強し、地
震の短期予測情報を配信するシステム「Ｓ
−ＣＡＳＴ」を産学連携で立ち上げた。Ｓ−
ＣＡＳＴは、自社の事業継続戦略の中核で
あるとともに、同社が提供するサービスと
なっている。

Ｓ−ＣＡＳＴは、地震前に発生する電磁
気現象や地球物理学上の現象を解析す
ることで、地震発生を予測し、通知する
システムである。国内を5つのエリアに分
け、「H（High）：マグニチュード6以上」
と「L（Low）：マグニチュード6未満」と
いう二段階のレベルの地震の発生予測
を、事前BCP準備に関する要否の提言と
ともに、予測情報として週２回通知する。
予測された地震の発生までの期間は、誤
差はあるにしても、概ね数日から10日前
後である。同社ではこれを「予測期間」と
呼び、発災に備えて準備する期間として、
事業継続の枠組みを組んでいる。例え
ば、Ｓ−ＣＡＳＴの予測情報によりHレベ
ルが確認された場合、同社では「警戒態
勢」を全社に通報する。警戒態勢では、
平常時の事業継続の取り組みを推進する
BCP事務局が「警戒事務局」に移行し、
衛星電話等による通信回線や情報機器
の準備、燃料、水、食料等の備蓄を開始
する。予測された地震が実際に発生した
ら、「警戒事務局」は「緊急対策本部」に
移行し、緊急時における初動対応を開始
する。一方、予測された地震が発生しな
かった場合は、「警戒態勢」を解除して通
常業務に戻る。以上の態勢移行と準備対
応については改定した事業継続関連文書
の中で具体的に定めている。（概要は図
1、次頁図2、図3参照）

（出典：地震予測とBCP、関口）

S-CASTによるBCPの変革

富士警備保障株式会社第2章
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「予測期間」は、誤差があるにしても、数
日から10日程度ある。発災まで、これだけ
の時間の猶予があれば、経営幹部の遠隔
地への出張を避ける、「災害弱者」である
高齢者や幼稚園児を予め避難させる、被
災が予測される地域での重要イベントの
実施を延期するなど、リスク低減策の選択
肢が広がる。また、通常であれば、100年先
か来月かが不明な大地震のために大量か
つ有限な水・食糧等を常時備蓄という過
度な対策を採るべきところ、平常時と緊急
時の間に「予測期間」というフェーズがあ
ることにより、平素から準備する基本備蓄
品と予測以降に調達すればよい短期備蓄
品に分けることが可能となるという意味で
コストの削減も期待できる、事業継続の
新たな方法論であると考えている。

③警備業務の継続手順と企業間連携
被災等により、契約上の警備手法によ

る警備が一時的に中断・阻害された場合
の対応は、顧客ごとに個別に代替策を検
討している。損傷等により機械警備施設
が使用できない場合は、巡回警備で業務
を代替するといった具合である。また、緊
急時の配置換えなど臨時措置については
ルールを定めている。

警備業では、エリアを分けるなどして、
同一施設内で複数企業が業務にあたるこ
とはよくある。同業他社との連携につい
ては経験や素地があるといえるが、緊急
時対応に関して、事前に同業他社と相互
支援協定を締結するといった取り組みに
ついては、現時点では具体的な検討はし
ていない。

　
④緊急時における業務の遂行と社員の

安全策
緊急時における警備業務では、治安が

悪化した場合に危険を伴う局面も想定さ
れるが、警備員必携のポケットマニュアル
等で、平常時から、顧客と自身の安全を
確保する基本動作について定めている。
警備員の武器携帯は警備業法で制限さ
れており、40cm程度の警戒棒でのみ防
御的に対処することが求められる点が、
執行権限のある警察官とは異なる。緊急
時の安全確保は、警備業務の基本ととも
に平常時から訓練等を通じて周知徹底し
ている。

　4．震災から見えた課題と
その対応

①安否確認システムと通信手段との増強
警備業務は、人によって成り立つ事業

である。従って、緊急時は従業員の安否
確認が非常に大切である。安否確認シス
テムについては、震災の経験を踏まえ、
震度５強以上で、客先常駐施設の社員か
ら所属営業所を経由して本社に自動集約
されるメール確認システムを構築した。

情報手段を複数確保することの重要性
についても、震災時に再確認している。
そこで、震災後、事業継続関連文書の改

定に合わせて、北海道から九州まですべ
ての拠点に衛星携帯電話を配備し、併せ
て、幹部社員は出張時も衛星携帯電話機
を持って外出するルールを定めた。

　
②強震対応自動通話システム（S-CAST 

PHONE）の開発
震災の経験を踏まえ、地震発生時に

揺れを感知後すぐに、拠点から本社に向
けて固定電話を自動発信する「S-CAST 
PHONE」というシステムを自社で開発
した。発災後、回線基地局規制により電
話がつながらないことで安否確認や情
報収集等が遅れることを回避すること
を目的としている。回線の有効活用の視
点から、一度つながった回線を維持する

【図2】地震の短期予測に基づくBCPの変革（2） （出典：地震予測とBCP、関口）

【図３】　地震の短期予測に基づく対応態勢の移行 （出典：地震予測とBCP、関口）

S-CAST地震予測対応簡易フロー図

S-CASTによるBCPイノベーション
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時間は30分までと制限を設けている。ま
た、負傷等で直接に電話に出ることがで
きないケースを想定して、ハンズフリー
通話で事務所内の音を拾える機能を有
している。同社では、S-CAST PHONE
のみならず、BCP商品として、S-CAST 
PHONEⅡ（強震対応自動画像通報シス
テム）、B-MAX SATELLITE（衛星通
信遠方監視システム）、Helios（太陽自
動追尾型ソーラーシステム）などを自社
開発し、災害時／緊急時における自社利
用はもちろん、一般顧客にも同サービス
を提供している。

5．おわりに〜これから事業継続に
 取り組む企業へのメッセージ

①ガイドラインにとらわれずに自社に合
う取り組みを行う
事業継続の取り組みで重要なのは、身

の丈にあった計画書を策定することであ
る。業務上、事業継続関連文書を拝見す
ることがあるが、既存の各種ガイドライ
ンのテンプレートをそのまま適用してい
るケースが多く見られる。ガイドライン等
のテンプレートは、汎用的ではあるが網
羅的でもあるため、業種や業態によって
は不要な項目もあると思われる。

事業継続関連文書は、緊急時に会社を
守る仕組みであり、簡単に作れるという
ものではない。ガイドライン等をベースと
するなら、それぞれの企業の事業継続の
方針や目的に応じて、自社に合うよう規
定項目を取捨選択主体的に策定すること
が重要である。

②教育・訓練の実施
事業継続の仕組みを構築しても、緊急

時に機能しなければ意味がないため、事
業継続にかかる教育・訓練に継続的に取
り組む必要がある。訓練は、事業継続の
仕組みが実際に機能するかを検証するた
めに行うものであるため、必ず行う必要
がある。実効性を高めるためには、外部
の機関との連携訓練も重要である。

③社会インフラの機能不全も想定する
社会インフラに被害がなく機能してい

る前提で自社の事業継続を考えている
ケースが多いが、震災の例をみても、一

定期間、社会インフラが全く機能しない
状態になり得る可能性は高い。事業継
続の取り組みを行う際は、そのようなイ
ンフラの機能不全も想定し、バランスの
とれた対応を検討する必要があると考え
ている。

　
④新しい手法への取り組み：地震の短期

予測システム
地震が事業継続のリスク源であるこ

とは昔から変わらないが、採るべき対応
策は科学技術の進歩とともに年々変化
する。新しい手法には、様々な可能性や
変革が秘められていることがあるので、
常にウォッチして、なんでも試してみると
いった姿勢が大切だと考える。

例えば、地震予知はできないとされて
いるが、前兆現象については、さまざまな
学術分野において、世界中で研究が進め
られている。同社が提供している地震の
短期予測情報の配信サービスはそのう
ちの一つである。これを使えば、地震発
生前のフェーズに「予測情報の通知」とい
うマイルストーンが加わり「予測期間」と
いう考え方が生まれる。「予測期間」を準
備期間とすることで、事業継続への取り
組み方が変わってくる。天気予報で台風
が近づいているから準備しようという考
え方と同じである。

天気予報がない時代には、台風がいつ
来るのか詳細にはわからなかったため、事
前準備は難しかったが、現代では天気予
報の接近情報に基づいて準備することが
できるようになった。新しい手法が時代に
受け入れられるには時間がかかるが、リス
ク対応においては、前例ばかりでなく新し
い考え方や技術に着目する柔軟性が大切
である。

同社は、予測の精度向上の取り組みを
継続的に行うなどして、地震の短期予測シ
ステムという新しい手法が受け入れられる
よう努力していきたいと考えている。

以上
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