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はじめに

東日本大震災が起こったのは、３月の肌寒い日のことだったと思いま
す。突然、悪路を走る自動車に乗っているような大きな揺れが起こり、信
じられない程の長い間揺れ続けていました。東京の丸の内では、揺れが
収まってから次 と々人々がビルから出てきて騒然となりましたが、その周
囲には大きな被害は見受けられませんでした。

しかし、被災地ではこの瞬間から地震被害との戦いが始まっていまし
た。揺れによる被害、液状化による被害、そして数十分後に東北の各地
を襲った津波の被害との戦いが始まったのです。

この冊子は東日本大震災発生時に被災を経験された当社のお客さま
を訪問し、当時の地震被害との戦いをインタビューさせていただいた内
容と日本の上場企業のＢＣＰに対する取り組み状況を整理して、この東
日本大震災から企業が「どのようなことを学ぶべきか」ということと、「今
後の取り組み課題」を取りまとめたものです。

　
本冊子記載のお客さまのリスクマネジメントに対する意識は高く、そ

の対応内容は今後の地震対策を検討する上で大変役に立つ情報です。
また、アンケート結果からは東日本大震災を経験した後の多くの企業が
ＢＣＰへの取り組みを強化し、今後発生が予測される地震に備える体制
を整えようとしていることがわかります。

　
この大震災から２年が経過しました。私たちは当時のことを忘れては

ならないと思いながらも、どうしても当時の記憶が薄れてしまいがちで
す。当社では、「東日本大震災は、後世に語り継ぐべき、決して忘れては
ならない災害」と位置づけ、「震災を忘れない(Remember-3.11)」という
全社的取り組みを行っています。この取り組みの中で地震ＢＣＰセミナー
およびコンサルティングを全国各地で実施し、各種地震リスク情報を発
行しており、本冊子はこの取り組みの一環として作成したものです。

本冊子が、皆様がこの災害を思い出す契機となり、また、今後の地震
対策のご参考となれば幸甚に存じます。

株式会社インターリスク総研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　R-3.11 プロジェクトチーム
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東日本大震災から2年が経過した。被災
された企業の多くが落ち着きを取り戻し、
被災前の水準以上に回復を見せている。

東日本大震災以降、海外からは日本の地
政学的なリスクに関心が高まり、取引にお
ける懸念事項の一つとなった。事業継続計
画（BCP）の策定を求めたり、事業継続マネ
ジメント（BCM）の実施状況を確認したり、
また監査を行ってその実効性を確認する海
外の取引先も増えてきている。

一方、東日本大震災による未曾有の被害
からの復旧の早さは、日本企業の強靭な対
応力を世界に示した。この奇跡的ともいえ
る復元力は、どのようにして生まれたのだろ
うか。その源となる企業の知恵と体験こそ
が、今後の日本企業の競争力を支える大き
な構成要素となるのではないか。

このような認識の下、当社では、東日本
大震災で被災され、その後迅速に復旧を果
たした５企業１施設へのインタビューを行
い、その体験と知恵を記録にとどめることと
した。

本稿では、これらのインタビュー結果、
および、「第6回事業継続マネジメントに関
する日本企業の実態調査」※の結果を踏ま
えて、東日本大震災の体験からの知恵と事
業継続を考えるうえでの今後の課題をご紹
介する。

１  東日本大震災から学ぶ知恵

第2章に紹介する被災した企業・施設への
インタビューの結果、大震災という危難から
早急に復旧するために企業が検討しておく
べき重要なポイントが浮かび上がってきた。
これらを整理すると、次のとおりである。

1経営トップの強いリーダーシップ

今回インタビューを行った5企業1施設
のうち、3企業が「経営トップの強いリー
ダーシップ」を早期復旧のポイントに挙げ
ている。

緊急時のリーダーは、迅速な判断が必
要である一方で、平常時にはない究極の判
断や、社内の多様な意見を抑えて従わせた
りすることが求められる。こうした中で、ぶ
れない機軸を持ち、社内全体をまとめ上げ
引っ張っていく経営トップのリーダーシップ
が、危機を乗り越え復旧していく際の鍵の
一つである。

インタビュー事例の中では、本部長の迅
速な判断で、マニュアルにはなかった被災地
最寄りの被害の事務所を「サテライト」とし
て、現地と本社との連携の要とした例（太平
洋セメント）や、営業部門から不満が出ても
「安定供給」を最優先と心得て在庫出荷を
見合わせる判断を行った例（日本食研）な
どが紹介されている。今回のインタビュー
事例以外にも、津波が間近に迫っている状
況の中、屋上避難か、徒歩40分の高台避
難かの選択肢のうち、即時に高台避難を選
択して、児童・保護者・職員の命を救った校
長先生の事例など、被災した企業・組織の
中には、トップのリーダーシップと的確な判
断によって救われた事例が多数ある。

経営トップが緊急時にリーダーシップを
発揮して迅速な意思決定を行うためには、

意思決定に必要な情報を迅速に経営トップ
に届ける仕組みづくりと、経営トップが判断
した決定事項を速やかに実行に移せる緊急
時対応体制の構築が必須である。

また、発災当日、社長や責任者が不在で
ある例（倉元製作所、社会福祉法人博悠会
など）も多く、経営トップのみならず、緊急
時の代行者として、リーダーシップを発揮で
きる人材を育成しておくことも大切である。

2従業員の団結力

早期に復旧を果たした多くの企業のもう
一つの共通事項として、従業員が一致団結
して、精力的に復旧に貢献してくれたことが
挙げられる。

企業が策定しているBCPでは、主に「正
社員のコーポレート部門（管理部門）に勤
める男性社員」などを対策本部要員とする
ケースも多いが、実際に被災してみると、外
出・出張・被災などでＢＣＰに定めていた対
策本部要員の人手が不足する事態が散見
された。結果として、契約社員の女性スタッ
フまでもが泊まり込みで対応してくれた例
などもあった。インタビュー事例の中でも、
出社方針も決められていない中、自主的に
出社し、復旧作業にあたってくれた職員の例
（社会福祉法人博悠会）や、社長をはじめ
とした幹部及び従業員全員で、ガレキの撤
去にあたった例（倉元製作所）などが紹介
されている。

こうした企業は、平時から風通しがよく、
団結力の強い組織であることが多い。一見
関係のない取り組みのようであるが、平時か
ら従業員を大切にする会社の姿勢を明確に
し、従業員のロイヤリティを高めておくこと
が、有事における企業の持続力の源となる。

また、被災時にも、出社が可能であった
かどうかによらず、従業員の給与は全額を
期日どおりに支払うことを最優先の復旧業
務とするといった対策や、従業員が過労に

※「第6回事業継続マネジメントに関す
る日本企業の実態調査」
インターリスク総研が、2005年より
継続的に実施している調査。
日本国内の全上場企業を対象に事業
継続マネジメントへの取り組み実態
を調査しているもの。詳細は第3章
参照。

株式会社インターリスク総研
コンサルティング第二部  BCM第一グループ
マネジャー・上席コンサルタント　　金子　美和子

東日本大震災から学ぶ知恵と
今後の課題

第 1 章
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ならぬよう、毎日、翌日に実施すべきTo-Do
リストを策定して、必要な要員数を計算し、
交代で休ませる人を作るといった要員の
ローテーションを考えるなど（以上、いずれ
も倉元製作所）、従業員への温かい配慮を
忘れないことも大切である。

3明確な判断基準の設定

インタビューの中では、生産設備等の損
傷や余震による貯水槽の水質汚濁、原子力
発電所事故の影響による上水の汚染などで
生産が停止する中、事業継続に対する方針
が明確になっていたことにより、様々な判断
事項に迷いが生じることなく、迅速に対応
ができた例（日本食研）が報告されている。

他方で、職員の安否確認方法や出社基準
などが明確になっていなかったため、多くの
職員からの電話が入り、現場での緊急時活
動に支障をきたした例（社会福祉法人博悠
会）も見られた。

緊急時には、何を優先すべきか判断に迷
う局面が多々ある。判断になれた経営トッ
プや責任者が不在であったり、あるいは経
営の判断を仰ぐ余裕がなく、即時にその場
にいた従業員が判断して行動しなくてはな
らない場合もある。仮に判断者が異なった
としても導き出した結論や決定のブレ幅を
小さくし、少なくとも会社として期待する方
向の判断を行うことができるようにする必
要がある。そのためには、緊急時の対応の
基本方針や判断基準を明確にしておき、こ
の方針・基準を全従業員に徹底しておくこ
とが大切である。また、方針・基準はできる
だけシンプルで応用の幅の広いものとし、い
つも心にとめておくことができるように工夫
したい。

4従業員への適切な情報発信

緊急対策本部での対応においては、対策
本部内に情報があふれるため、その中での
情報の整理や情報共有に追われてしまい、
対策本部以外の従業員への情報発信がお
ろそかになりがちである。

しかし、緊急時には、従業員も不安であ
り、次の行動をとるために、情報を渇望して
いる。こうした中で情報が不足してしまう
と、「非常に関心が高いにも関わらず、確実
な情報が入手できない」という噂が広まり
やすい環境ができあがる。そして、この状況
が持続すると従業員は個々に情報収集を行
い、不確実な情報が流れて、混乱が起きた
り、従業員の不安心理があおられたりする
こととなる。他方で、緊急対策本部から、早
い段階でその時点で把握している情報など
をアナウンスし、正確な情報が入手できる
ルートを明らかにすると、従業員の不安も
一定程度解消することができる。

実際、東日本大震災後にインタビューを

実施した企業において、震災直後における
最も大きな不満要因は、なかなか情報が入
らず、対策本部から帰宅残留などの指示も
発信されなかったことにある。この反省も
踏まえ、東日本大震災以降は、従業員への
情報発信を重要な項目として取り上げる企
業が増えている。

インタビュー事例の中でも、緊急地震速
報のみでは混乱するため、実際の状況につ
いての館内放送を行った例や、震災後は毎
日、朝礼、夕礼を欠かさず行った例（倉元製
作所）がみられた。

このように、対策本部の設置状況、帰
宅・出社方針、救護所の設置状況、会社の
被害の概況など、従業員の不安を解消する
情報を積極的に開示する体制を構築してお
くことも大切である。

5情報ルートの整理

被災地では、長く余震が続く中で家族の
安否を確認したり、津波に備えての避難を
行ったりしなければならないにも関わらず、
非被災地に所在する本社の様々な部署か
ら、被害状況についての問い合わせの電話
やメールが入り、多忙な現地従業員のロー
ドをさらに増やしたケースが散見された。
今回のインタビュー事例の中ではないが、
弊社が東日本大震災後に話を聴取した被
災企業の中には、余震で揺れ続けているの
に、本社からの問い合わせの電話が鳴りや
まず、机の下にもぐりながら電話の対応を
した例や、自分の家族の安否確認のために
携帯電話の電池残量を確保しておきたいの
に、本社緊急対策本部以外の様々な部署か
ら携帯に長文メールがいくつも寄せられ閉
口した例などがあった。

このため、東日本大震災後は、現地への
連絡ルートを一本化したり、本社から被災地
への問い合わせは原則控えて、被災地側か
らの定時報告を待つルールに変更した例も
増えている。インタビュー事例の中でも、発
災当初、情報伝達のルートが混乱したため、
現地対策本部に情報の一元管理を集中させ
た例（太平洋セメント）が報告されている。

このような情報ルートの整理と報告ルー
ルの策定をしておくことも、スムーズな対策
本部運営のポイントの一つである。

6非被災地でのバックアップ体制の構築

インタビュー事例の中では、発災当日昼
過ぎ（東日本大震災翌日の長野県北部地震
の事例のため、発災時間は早朝３：５９）に
本部からの問い合わせが入るまで、現場で
は目の前の対応で精一杯で、本部へ応援を
求める余裕がなかったという例（社会福祉
法人博悠会）が報告されている。また、非被
災地の工場やグループ会社から、自発的に
トラックを運転して物資を運んでもらえ、大

変助かった例（倉元製作所）や、非被災地
で資金や物資を早急に確保し、現地に運び
込んだ例（エーザイ）もあった。

事業継続計画（BCP）は、拠点ごとに被
害の大きい災害を想定して、被災する事務
所側でのアクションを中心に取りまとめら
れることが多く、バックアップ側となった
ケースの実施事項は明確になっていない場
合も多い。しかしながら、上記の事例にもみ
られるように、自らが被災し多忙を極める
被災地の現地対策本部では、非被災地への
支援要請を適切に発信することまで思いが
至らないことも少なくない。このため、非被
災地側で可能な限り早期にバックアップ体
制を構築し、自発的に支援をオファーして
いくことが望ましい。物資の調達のほか、支
援要員・代替要員の派遣、情報の収集と提
供、被災従業員の避難先の確保など、非被
災地でも対応が可能な事項を明らかにして
おくこと、また、バックアップ側の要員・役
割を定め、マニュアルも整備しておくことが
有益である。

7津波被害への対策の検討

東日本大震災では、阪神淡路大震災など
の直下型地震には見られなかった津波によ
る被害が大きかった。東日本大震災と同様
の海溝型地震は、今後も日本各地で発生が
予想されており、津波対策のポイントを学
んでおくことも大切である。

①「津波てんでんこ」
インタビュー事例にある大船渡市の工場

（太平洋セメント）では、「大地震が発生し
たら、その後の津波を想定して、自主的に避
難する」ということが体に染みついていて、
全員同じ場所に避難したというわけではな
いが、それぞれに安全と思われる場所に避
難した、とのことであった。

三陸地方には、「津波てんでんこ」（“津波
が来たら自分の命を守るためにてんでんば
らばらに逃げなさい”）の伝承がある。

特に被災時に停電した場合などに、例え
ば構内が広く従業員数の多い工場では、対
策本部からの避難指示が行き渡らないこと
も考えられる。「津波てんでんこ」を従業員
に周知しておくことも、津波から命を守るた
めの重要なポイントである。

　
② 避難解除のタイミング

東日本大震災の際の津波は、遠く、高知
県まで被害が及んでいる。高知県で被災し
た企業（住友大阪セメント）では、水が引き
はじめたタイミングで、帰宅を検討してもよ
いのではないかという声も上がったが、気
象庁からの津波警報が解除されるまで待機
とした。様々な意見があったであろう中での
「人命最優先」の英断である。

東日本大震災では、津波の第一波より
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も、第二波、第三波の方がより大きな被害
をもたらした。津波到達予想時間にやって
きた第一波は防波堤にさえぎられて市街地
まで到達しなかったことで、一安心して自宅
に戻ったところ、第二波によって被害にあっ
た方も多い。津波は1回でおさまるものでは
なく、何度も押し寄せるものだということを
正しく認識し、海が落ち着くまで、避難場所
にとどまる判断を行うことが重要である。

③ すぐに避難できる体制づくり
インタビューの中には、避難に際し、更

衣室で着替える女性社員が多かった反省か
ら、制服を廃止した例（太平洋セメント）が
あった。津波避難では、直ちに避難行動を
開始しなければ、生命にかかわる事態にな
りかねない。

このため、平時の状態から直ちに避難す
ることを想定し、その場合に妨げとなること
がないかどうかを点検しておくことが大切
である。一般的な避難訓練では、実施する
日時・時間を決め、準備万端で避難だけを
形式的に行うパターンが散見される。せっ
かくの避難訓練の機会を利用して、実際の
緊迫した避難における課題がないかの点検
をしながら避難行動を行い、終了後に気づ
きポイントをまとめることなどを実施してみ
ることをお勧めしたい。

8ハード対策の検討

①被害軽減のための措置
インタビュー事例では、壁にボルト止め

をしていたにも関わらず、壁のボードごとは
がれたキャビネットが社長席に向かって倒
壊した例や、固定していた自動販売機が横
に３ｍ移動した例（いずれも倉元製作所）
が紹介されている。また、津波によって浄化
槽内の汚物があふれ、床全体に汚水が拡散
する状況となった例（住友大阪セメント）な
ども見られた。

これらの被害を受けて、住友大阪セメン
トでは、10億円をかけて中央操作室を高台
に移転し、取水ポンプの周辺をコンクリート
で覆うなどの対応策を実施した。また、倉
元製作所でも、書類の見直しを行うことで
無駄の削減を実施し、高いキャビネットを
廃止する対策を講じた。

ハード対策は、まず従業員や来客などの
生命を守り、早急な事業復旧を可能とする
ために、最も重要なポイントの一つである。
費用が掛かるケースも多いが、倉元製作所
の例に見られるように支出可能な範囲内で
工夫をして、改善を図っていくとよい。

②避難経路の確保
津波避難は一刻も早く避難することが重

要である。特に、今後発生が予想されてい
る南海トラフ地震では津波の到達予想時間
がきわめて短い地域が少なくない。避難経

路を点検したうえで、迅速な避難のために
「避難階段を新たに設置する」などのハー
ド対策が必要と考えられる場合は、極力、
優先順位を高くおいて投資をしたい。

9通信機器・連絡手段の整備

東日本大震災では、広い地域で輻輳が
発生し、固定電話や衛星電話の音声通話は
ほとんどつながらない状態が続いた。地震
発生後において、まずは被災地域の従業員
の安否や被害状況がわからなければ、適切
な支援体制の構築も難しく、通信手段の不
足を痛感する企業も多かった。このため、
東日本大震災以降、衛星電話の導入を検討
する企業が増え、衛星電話を導入済みもし
くは準備を検討している企業は、上場企業
の約半数に上っている（詳細は、第３章問
６参照）。

インタビュー事例の中でも、2社（エー
ザイ、太平洋セメント）が衛星電話を、1社
（エーザイ）がMCA無線を導入したと答え
ている。

緊急時の意思決定には、「つながる」通
信手段の確保は欠かせない。衛星電話や
MCA無線の他にも、PHSやTV会議システ
ム、インターネット回線を使った通信など、
東日本大震災の際にも比較的つながりや
すかった通信手段もある。通信手段の確保
は、ランニングコストもかかるため、なかな
か導入に踏み切れない企業も多いが、日常
業務内においても積極的に活用するなどの
投資に見合うリターンを高め、結果として緊
急時に活用できる通信手段をできるだけ多
様化しておくことが望ましい。

⓾地域・取引先との連携

「絆」が2011年の流行語大賞トップ１０
に選ばれたように、東日本大震災の際に
は、地域連携をはじめとする様々な連携・
協力体制の重要性が強く認識された。

インタビュー事例でも、普段から地域に
密着して事業を営んできたことにより、地域
の関係者の支援を得て迅速な復旧が実現し
たとする例（太平洋セメント）、平時から良
好な関係を築いてきたため、建設業者が早
急に復旧作業に着手、また、取引先からは
支援物資が届けられたという例（倉元製作
所）、日頃から密着した関係を構築していた
ため、システムや機材メーカーの担当者が
現場に急行してくれたという例（エーザイ）
など、いずれの企業も地域や取引先との連
携により迅速な復旧を果たしている。

そして、また、各社とも、地域への貢献、
地域とともに復興することを強く意識した
復旧・復興活動を行ってきている。具体的
には井戸水のある事業所は井戸水の提供を
（エーザイ）、食料などの物資に余裕があ
る企業は物資を地域に提供し（太平洋セメ

ント、倉元製作所）、スペースに余裕のある
施設は避難所の場所を提供する（社会福祉
法人博悠会）などである。

今後のBCPを考えるうえでは、このよう
な地域連携、企業連携が重要なテーマと
なる。

　
事業継続を考える上での
今後の課題2

東日本大震災を受けて、多くの企業が事
業継続計画（ＢＣＰ）への取り組みを加速さ
せてきた。

当社では2005年より継続的に「事業継
続マネジメントに関する日本企業の実態調
査」を実施してきたが、東日本大震災前後
の調査結果を比較してみると、東日本大震
災前は、ＢＣＰを策定している企業の割合
が約30%であったのに対し、東日本大震災
後１年半が経過した時点の今回の調査では
約50%に増加している。さらに、「現在、策
定中である」、「策定の計画がある」の企業
を加えると、実に8割以上の企業が何らか
のＢＣＰへの取り組みを行っている、もしく
は検討していることが判明した。また、これ
を従業員規模別でみると、1万人以上を雇用
している大企業では、97.8％とほぼ全ての
企業がＢＣＰを策定済み、もしくは取り組み
を予定していることがわかる（図1）（詳細
は、第３章問７参照）。

東日本大震災以降、2011年度および
2012年度に、企業が取り組み強化した項
目としては、「安否確認の仕組み」、「帰宅
指示・帰宅困難者の対応」、「従業員の意識
向上」などが挙げられており、従業員を守る
ための取り組みを最優先に推進してきた企
業が多いことがわかる。次いで、「コミュニ
ケーション手段の複数化」や「建物・設備の
耐震強化」などのハード面の対策について
の取り組みが進んでいる。また、約4分の1
の企業が「事業継続体制面の強化」、「ライ
フラインの冗長化」などの対策を進めてお
り、今後はより本質的なＢＣＰの取組みが加
速していくものと思われる（図2）（詳細は、
第３章問27参照）。

この2年間の日本企業でのＢＣＰへの取
り組みを踏まえて、今後、日本企業が検討し
ていくべき課題を整理すると、次の五つを挙
げることができる。

1事業継続マネジメントシステム
（BCMS）の確立

2011年度〜2012年度にBCPの策定が
完了し、2013年度以降は、その継続的な取
り組み、すなわち、BCMS（事業継続マネジ
メントシステム）の確立が課題となる企業
が多い。実際、「第6回事業継続マネジメン
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トに関する日本企業の実態調査」において
も、今後改善が必要な取り組み課題として、
「事業継続能力を継続的に向上させる仕組
みづくり」、次いで「組織内へのBCP取り組
みの浸透」を挙げた企業が最も多く、半数
以上の企業がBCMSの確立を課題として感
じていることが判明した（詳細は、第3章問
28参照）。

実際、BCPは単に計画を策定しただけ
で、必要充分な効果を期待することは難し
い。BCPを策定する過程で積み残してきた
課題や、訓練やレビューを通じ発見した課
題について、都度改善し、より組織にフィッ
トしたものとしていくことが重要である。例
えば、何らかの要因によってシステムが停
止した場合の事業継続を考えてみる。この
ケースにおいて、システムを二重化しなけれ

ば目標復旧時間までに事業復旧が難しいこ
とが判明しても、システムの二重化を行う
には相当の予算が必要であり、BCP第一版
においては、現状のままで対応計画を策定
することも多いだろう。その後、必要な予算
と影響度を勘案して投資計画を立て、二重
化する承認がおりた場合には、BCPの改定
が必要となってくる。また、机上で策定した
BCPを実行に移してみると、想定どおりに
は進まなかったり、コミュニケーションに支
障が出たりなどすることも少なくない。実際
に訓練を実施してみて、課題を見つけ、より
実効性の高いBCPへ改善していくことが大
切である。

5企業1施設へのインタビューにおいて
も、多くの企業がBCPの浸透と繰り返しの
訓練を、BCP上の重要なポイントの一つと

して感じている様子を見ることができる。
例えば、倉元製作所では、東日本大震災
の際、停電で館内放送による指示が行え
なかったが、普段から実施している防災訓
練が奏功して、従業員が互いに声を掛け合
い、無事に避難を完了することができた。
このことを踏まえ、今後も「頭ではなく身体
でわかる」ことを目指し、各種訓練をしっか
りと続けたいとしている。一方、太平洋セメ
ントでは、緊急時において通信を維持する
ためのインフラやツールは用意していたも
のの、実際にサテライトオフィスに持ち込
んだところ、うまくイントラネットにつなぐこ
とができなかった。マニュアルやインフラ、
ツールの整備のみならず、使用方法を関係
者が習熟しておくことの必要性を実感し、今
後の重要課題の一つにマニュアルの周知と
定期的な訓練の実施を挙げている。

エーザイでは、年1回の避難訓練の他、シ
ナリオを策定してのシミュレーション訓練を
年２回実施し、その訓練の結果をグローバ
ルに共有できるように、イントラネットに和
英両方で掲載している。さらに、外出の多い
営業社員向けに、指定避難場所マップを配
布し、外出先での避難場所を周知するなど
の取り組みも実施している。

人は誰しも初めてのことはうまくできな
いことが多い。訓練を通じて一人でも多くの
従業員が緊急事態を模擬体験し、BCPの
課題を発見し、これを改善する活動を継続
し、常に「生きたBCP」としていくことが重
要である。

【図1】

【図2】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

問 27　東日本大震災以降、取組みを強化した事項は何ですか？

被害想定の見直し

コミュニケーション手段・複数化

安否確認の仕組み

帰宅指示・帰宅困難者の対応

建物・設備の耐震強化

拠点の複数化

従業員の意識向上

取引先における事業継続の取組み推進

津波対策

ライフラインの冗長化（自家発電設備の設置など）

ＢＣＰの訓練

事業継続体制面の強化

経営者の関与

リーダーシップ育成

原子力災害・被災対策（放射性物質の漏洩時の対策立案など）

従業員の心のケア､福利厚生など

その他

無回答

39.3%

39.5%

63.4%

57.3%

33.2%

10.6%

5.9%

18.7%

23.3%

27.8%

25.7%

17.4%
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5.4%

3.2%

3.4%

42.9%
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問７：貴社ではBCPを策定していますか

2010 年度

2012 年度
■策定している
■現在、策定中である
■策定の計画がある
■策定していない
■無回答
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2組織力の向上

「第6回事業継続マネジメントに関する
日本企業の実態調査」の中で、「今後改善
が必要な取り組み課題」として、3番目に多
く挙げられた課題は「組織力／危機管理対
応力の向上」である。

本章第1節でも述べたとおり、緊急時の対
応力の鍵は、「経営トップの強いリーダーシッ
プ」と「従業員の団結力」にあると想定され
る。これらの力を向上させるためには、緊急
時の組織のパフォーマンスを高めるための取
り組み（「組織」からのアプローチ）と、平時
からの従業員のロイヤリティを高める取り組
みやリーダーを育てる取り組み（「人」からの
アプローチ）の双方が必要である。

緊急時の組織のパフォーマンスを高める
ための取り組みとしては、①責任権限のあ
り方（緊急時には即時の行動に必要な責
任権限が現場リーダーに与えられるよう
になっているかなど）、②判断基準の明確
化（判断の基本方針や優先順位が明確に
なっているかなど）、③人員構成（緊急対策
本部の各班のリーダーあるいは現場のリー
ダーとして、迅速な意思決定と統率力を発
揮できる人材を配置しているかなど）、④コ
ミュニケーション・ルール（意思決定に必要
な情報が迅速に判断者に届くコミュニケー
ションフローが構築されているかなど）等
を確認することが大切である。このために
は、BCP上の規定・マニュアル類を確認する
とともに、模擬体験訓練を通じて、組織パ
フォーマンスの検証を行うとよいだろう。

従業員のロイヤリティを高めるための取
り組みとしては、平時から従業員が高いモ
チベーションを持つことができる環境の整
備と、従業員のリスク感度の向上のための
教育などが重要である。従業員のモチベー
ションが高く、ロイヤリティの高い企業であ
ることは、日常業務のパフォーマンスを高
めるばかりでなく、緊急時においても早期
事業復旧のために最も重要な要素となる。
このためには、平時から従業員のモチベー
ションの状態を点検し、従業員のモチベー
ションを高めるための組織改革や従業員教
育などを実施していく必要がある。

　
3海外を含むグループ会社への展開

「第6回事業継続マネジメントに関する
日本企業の実態調査」の結果、7割以上の
企業が海外事業所・現地法人でのBCP策
定が必要であると答えているのに対し、実
際には海外事業所・現地法人でのBCPの策
定に着手できていない企業がほとんどであ
ることが判明した（詳細は、第3章問32・問
33参照）。

当社がコンサルティングを提供している
企業の多くも、2011年〜2012年は、まずは
本社と国内グループ会社のBCPを構築し、

海外事業所・現地法人への展開はこれから
本格化させる予定にしている企業が多い。
日本市場が縮小傾向にある中、日本企業の
海外での生産・販売比率は高まっていく傾
向にある。海外で緊急事態が発生した場合
にグループ全体にどのような影響が生じる
のかを把握し、これに対する対応策を検討
しておくことの重要性は益々大きくなってき
ている。

海外事業所・現地法人にBCPを展開す
るに当たっては、日本で策定したBCPをモ
デルとして、これにならって策定するよう指
示するケースも多い。しかしながら、海外で
想定されるリスクは必ずしも日本で想定さ
れるリスクと同じではない。また、地域に
よってリスクに対する感度、習慣、考え方、
言語、行政の役割などが異なり、日本と同じ
アプローチや考え方で構築してもうまく機
能しないこともある。このため、各地域の事
情を勘案して、各地域に適したBCPを構築
することができるよう、配慮することが重要
である。

4地域連携の強化
 
本章第1節でも見たように、東日本大震

災では地域の連携が、多くの人の命と心を
救ってきた。

従来のBCPは企業内の事柄に目を向け
た取組みにとどまることが多く、地域貢献は
「可能であれば実施する事項」と位置付け
られてきた。しかしながら、実際に大規模
な広域災害が発生した場合には、その場に
いる人たちでいかに助け合えるかが重要で
あることは論を俟たない。

実際に、企業町内会を中心に地域のター
ミナル駅に滞留した帰宅困難者を支援する
訓練や、同じ建物・施設内のテナントが協力
して共同救護所を設営する訓練などを実施
するところも出てきている。

①負傷者の救援・救護、②避難の際の相
互支援、③近隣の交通機関の状況・被害状
況などの情報収集、④帰宅困難者対応な
ど、緊急時対応事項の中には、個々の企業
で実施するよりも、地域で連携することに
よってより効率的に進めることができる事
項も多い。さらには、工業団地などであれ
ば、被災状況に応じて、施設設備を相互に
融通しあうなど、早期事業復旧に向けた連
携も可能であろう。

企業ごとのBCPの構築の後には、是非、
地域内での情報交換を行い、相互の連携関
係を強化することによって、より効率的で実
効的なBCPへと展開していくことをお勧め
する。

 
5取引先との連携強化

「第6回事業継続マネジメントに関する
日本企業の実態調査」の結果で、最も顕著

な傾向の一つが、取引先との連携強化の動
きである。

東日本大震災によって、「サプライチェー
ンのトラブル・崩壊」による影響を受け、こ
のリスクに関心があるとする企業が急増し
ている（詳細は、第3章問１参照）。

また、東日本大震災直後の2011年度の
調査では、まずは自社のBCPを先行して
検討しようという気運のためか、取引先の
BCP構築が必要と答えた企業は前回の同
調査結果に比べ減少傾向にあったが、2012
年度の調査ではこの割合が急増、9割を超
えるまでに至った。また、実際に取引先から
BCPを持つことを要請されている企業も、
大幅に増え、3分の1を超える結果となった
（詳細は、第3章問16・問17参照）。

取引先のBCPの有効性を確認している企
業の割合は、まだ2割に満たないが、この割
合も増加傾向にあり、今後増えていくことが
予想される（詳細は、第3章問18参照）。

さらに、まだ1割に満たない数ではある
が、取引先を含めた複数企業連携訓練を実
施している企業もある。取引先を含めた複
数企業連携訓練の必要性を感じないと答え
た企業は14.1%に過ぎず（詳細は、第3章問
21参照）、各社のBCPの構築がひととおり
終わる2013年度以降、さらに取り組みが増
えていくものと考えられる。

サプライチェーンでの連携は、ともする
と購入側から納入先へ義務を課すだけのこ
とのように見えがちであるが、実際に被災
した場合には、自動車部品メーカーの被災
事例にもみられるように、購入側も一体と
なってサプライチェーンの復旧にあたる必
要がある。相互に義務を課しあうというより
は、相互に協力し、互いにどこまでが対応可
能なのかを確認し合って、サプライチェーン
全体で、しなやかな回復力を持つことが重
要である。

 
我が国のTPPへの交渉参加の方向性も

決まり、今後、自由な貿易・公平な取引の流
れは加速していくであろう。そのような状況
下、日本企業は益々苛烈な国際競争にさら
されていくこととなる。日本企業はその技術
力と製品やサービスの品質の高さで、競争
力を保ってきているが、東日本大震災のよ
うな大規模な自然災害をはじめとする各種
リスクは、その競争力をも凌駕しかねない。
これらのリスクへの対応策として、個々の企
業が事業継続へのしっかりとした取り組み
を推進していくばかりでなく、地域で、そし
て、サプライチェーン一体となって、事業継
続に向けて取り組んでいくことが重要であ
る。そして、その「絆」に裏打ちされた強靭
な回復力が、日本企業のもう一つの競争力
となることを期待したい。
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はじめに

 エーザイ株式会社について

東京都文京区小石川に本社を置く医薬
品メーカーであり、国内第５位（2011年度
実績）の売上規模の法人である。全国にコ
ミュニケーションオフィス（営業拠点）を設
けるとともに、５つの研究所・工場、11の関
係会社を有している。また海外拠点も数多
く設けており、海外での売上比率が比較的
高いことも特徴である。

震災直後の状況

 被害状況確認

震災翌日から人事労務担当副社長と副
社長付担当部長（以下担当部長）、もう１
人の計３人で、東京から車で10時間以上か
けて移動して仙台に入り、現地対策本部を
設置した。震災直後から安否確認を続けて
いたが、東北在籍の160人のうち約30名と
連絡が取れなかった。その後１週間、安否
確認に時間を要した。なかなか連絡が取
れなかった社員には、流されかけた自宅か
ら家族を何とか助け出し、電気の来ない親
戚宅で水が引くのを待ち続けた者も含まれ
ている。

建物では、仙台コミュニケーションオフィ
スを筆頭に各地で被災したが、中でも特に
被害が大きかったのは郡山コミュニケー
ションオフィス、筑波研究所（基礎研究施
設）と鹿島事業所（原薬工場・研究施設）
であった。鹿島事業所は断水が続いたた
め、震災後、約３週間後の４月１日に再稼動
に至った。筑波研究所では上層階で実験機
器などが落下して被害を受けたものの、幸
い人的被害はなかった。しかしながら、安
全確認等の作業により、約１週間業務を停
止した。

また本社地区では、当時10のビルに本社
機能が分散していたため、全てのビルにお
ける安否確認に20分程度を要した。当日の
業務継続に関する判断は、危機管理委員会
が統括し徹底すべきであったが、一部の部
署では独自に帰宅指示を出すなど、社内の
統率が十分取れていなかったことが反省点
として挙がっている。

 照会対応

震災直後には危機対策本部に社外向け
窓口を設置し、お問い合わせ対応を実施し
た。業界の震災対策の指針などについての
照会は、業界担当者が個別に対応すること
とした。社員・ご家族向けについては労務政
策部が対応することとしたが、従業員家族
からの照会はなかった。これは社として安
否確認を積極的に実施し、行方不明者につ
いて個別にアプローチしていたためではな
いかと推測される。

 支援物資の搬送

同社の物流センターは厚 木（神奈 川
県）、北房（岡山県）、札幌（北海道）にあ
り、主たる製造工場は美里工場（埼玉県）、
川島工園（岐阜県）、鹿島事業所（茨城県）
に位置している。震災後に東北の医薬品卸
業者が罹災、物流が麻痺したため、製薬業
界に対して厚生労働省から医療用医薬品の
拠出要請がなされた際には、同社も無償で
緊急医薬品（血栓溶解剤や血液凝固薬）、
診断機材、医薬品以外のクリーム、ドリン
ク、洗浄綿などの雑貨を提供した。

物資の供 給については、厚 木物流セ
ンターに保管していた在庫で対応可能で
あった。一方でその搬送については、ガソ
リン不足の影響もあり、震災直後は国の
チャーター便に同乗した。その後は緊急
指定車両の許可を取得し、自社でも搬送
することが可能になった。流通機能を分
社化している同業他社が多い中、この点に
ついては自社の物流機能を通じて搬送に
使用する車の手配がスムーズに行えたこ
とが強みとなった。

また、義援金（総額２億円）の拠出に際し

ては、迅速に罹災者の手元に行き渡ること
を最優先に考え、実際に被災した県の赤十
字や医師会に直接納付した。

　
 従業員対応

阪神大震災の際の教訓として、社員の生
活に必要な現金が不足し、当時も現金を大
阪から神戸に持参した経緯がある。今回も
取引銀行の協力を得て、仙台支店にて一定
額の仮払いを受けられるよう手配した。そ
れを元手に、仙台コミュニケーションオフィ
スでは不測の支払いに備えることができ
た。結果として、一切支払いは実施せずに済
んだが、非常用として準備しておくことで、
現金資金手当ての心配がなくなり、安心し
て対応することが出来た。

震災発生３日後に東北６県の社員に一律
で生活支援のための現金を支給した。一律
としたのは、東北一丸となった復旧を目指
しての迅速性を優先した判断であった。ま
た、物資自体が不足していたので、ザーネク
リーム（寒さによる手あれ対策）、リンスキン
（皮膚洗浄綿、衛生対策）、ビタミン剤チョ
コラＢＢドリンクなどを搬送するとともに、
水や食料についても全国から仙台、岩手、福
島の各コミュニケーションオフィスに搬送し
た。これらの物資は社員用のみならず、近
隣の避難所にも、生活用雑貨とともに一部
提供された。

 計画停電の対応

関東地区では計画停電が生産活動に影
響を及ぼした。同社の製品の一つである注
射剤は、品質保証の観点から、作り始めて
から連続して12時間以内に製造することが
必須のため、計画停電の実施の有無および
時間に生産が大きく左右された。

震災前から工場、研究所には自家発電
機を設置しており、在庫薬品や治験薬の
保管（温度管理）について自家発電機に切
り替えて対応した結果、震災後の急な受
注にも供給に支障を来たすことなく対応
が出来た。

コンピュータシステムに関しては、計画停
電の影響が大きく、その緊急対応策の検討
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に長時間の議論を要した。同社のメインの
データセンターは計画停電の対象地域に位
置しており、影響を受けたが、幸いにもバッ
クアップセンターは計画停電範囲外の長野
市にあり、切り替えを柔軟に実施し、メイン
のデータセンターが計画停電時間帯でも、
メールシステムはバックアップセンターで稼
動したため、その点で業務に支障は生じな
かった。

加えて震災直後に、メインのデータセン
ターに自家発電設備を設置することを決定
した。幸い、震災により他社のイベントキャ
ンセルが増えたこともあり、２台の発電車を
半年間レンタルすることに成功し、業務への
影響を最小限に留めることができた。

復旧に向けた取組

 復旧に際しての業者との連携

同社では日頃から設備管理担当が各業者
（ベンダー）の担当者とかなり密接な関係
を構築しており、緊急時の現場要員としても
組み込まれている。この体制が上手く機能
し、震災時にも実際に現場に急行していた
だき、迅速な対応がはかられた。

 インフラについて

危機対策本部の設置場所や事業継続活
動のためのインフラを震災後に大きく変更
した。例として、①医務室を非常用電源のあ
るビルに移設、②各国の危機情報を危機管
理委員会に伝達するための連絡ルートを改
定し、社員に配布する手帳へ明記したこと
が挙げられる。危機対策本部の設置場所に
ついては、本社ビル内で最も耐震性に優れ
た建物の１階会議室に決定し、有線・無線
電話や文房具、自家発電機用電源も配備し
た。また、事業継続活動向けの代替オフィ
ス設置場所として、別のビルにもインフラを
整備している。非常用の食料や水も元々一
箇所に保管していたが、配布にかかる作業
を考慮し、ビル毎に分散して保管するように
変更した。非常用食料についても現在では
３日分を備蓄することに加えて、徒歩帰宅
社員用のリュック（食料、水）など徒歩帰宅
支援セットを全員に配布している。

通信については、通常の無線機に加え、
ＭＣＡ無線と衛星電話を導入した。特に本
社と対策本部設置予定場所には、無線用ア
ンテナを建てて屋内からでも通話できるよ
う対応している。また、同様の通信機を配
備した国内の各拠点が防災訓練を行う際に
は、実際に通信機を使用し、本社の対策本
部と通話することを原則としている。

 社内におけるＢＣＰの動き

契機となったのは役員会での危機管理に
関する規程（危機管理方針、事業継続計画
（ＢＣＰ））作成の決定であった。危機管理
本部、各リージョン、機能本部、工場、研究
所、子会社、組織における規程・ツール類を
作成へと展開し、平成24年９月には作成し
た文書類の検証を行い、訓練などを通じて
内容を精査中である。その中には代替施設
の確保や方法も含まれている。本社代替施
設についても東京で候補ビルが２つあるこ
とに加え、埼玉の美里工場をその次の候補
としている。

危機管理に関する規程については社内イ
ントラネットを利用して危機管理方針や事
業継続計画を和英両方で掲載し、改定時に
も随時社内関係者へ共有している。訓練に
ついては、各サイトの事務局担当に必要に
応じて評価結果を送付し、改善ポイントを
継続的に見直ししてもらうようにしている。

危機管理に関する規程についてはマニュ
アル作成も確かに重要だが、社員に一番浸
透させるのは「自分で考えて動く」訓練によ
るものだと実感している。そこで、年２回の
訓練実施を全社的な方針として定め、事務
局が訓練実施の報告を受けることとしてい
る。各拠点が訓練を行う際には可能な限り
本社事務局担当者も立会い、第三者評価を
実施し、社としての防災に対する方針を繰り
返し伝え、一人ひとりへの浸透をはかりたい
と考えている。

 海外におけるＢＣＰ対応

海外で発生した自然災害の場合でも本
社（東京都文京区）は現地から情報を収集
し、必要な対応にあたっている。2012年10
月末の米国東海岸におけるハリケーン「サ
ンディ」の大規模停電やガソリン不足の影
響で、ニュージャージーの米国子会社オフィ
スを１週間閉鎖した。ＩＴのリカバリーを中
心に事業への影響を最小限とすることがで
きたが、今回の事例を踏まえ、非常時の通
信手段や代替オフィスの確保等について、い
くつかの検討事項が上っている、従業員安
否の迅速な確認を含めた危機管理体制の
強化、研究開発から生産および販売に関わ
る米州全体の事業継続に向けて取り組むこ
とが、今後の課題である。

また、昨年のインドネシアのアチェにおけ
る地震の際も、担当事業本部と現地法人の
本社を通じ、アチェの医療機関を担当する
現地社員の安否を地震発生から１時間以内
に確認し、本人に対して津波への注意喚起
を行った。

全ての現地法人ならびに研究所・工場等
の拠点に対し、危機情報感知ルートの徹底
を含めた危機管理体制の構築を求めてお
り、有事の際には海外の現地法人から迅速
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に危機情報が本社の危機管理委員会メン
バーに伝達され、必要な対応を行うことを
指向している。さらに、グローバルな研究開
発活動や医薬品の安定供給を実現すべく、
グローバルに整合の取れたＢＣＰ体系を目
指して、各法人の各サイトに対して、初動対
応から重要業務の継続、復旧にいたる規
程・マニュアル類の整備とともに、訓練等に
よる見直しを推奨している。

これまでに、200を超える文書が本部に
寄せられており、社内Ｗｅｂを通じた情報共
有を検討している。

初動及び復旧活動における
今後の課題とその対応

国内では、全国の従業員の安全確保に向
け、まず避難場所・ルートの見直しならびに
再設定を行っている。東日本の震災の教訓
を活かし、従来の想定規模以上の災害が発
生する前提に立ち、各事業所の所在地の特
徴を配慮した避難基準を設定する。その上
で、全事業所において年２回の「防災訓練」
を実施し、全社員の安全への取組みに万全
を期している。

特に、外勤のＭＲ（医薬情報担当者）に
は、地震による津波を含めた自然災害への
対策として、担当地区のハザードマップ（指
定避難場所が掲載された地図）を作成し、
持参することを求めている。各ＭＲの携帯
端末を利用し、地震発生時には身の安全を
確保すべく、自分がどこに避難すればよい
か判断し、避難する行動を身につけられる
ように訓練を継続的に実施している。

同社では社内の安否確認システムとし
て、震度５強以上で自動的に発報するシス
テムを導入しているが、東日本の震災当日
は安否確認に苦慮した。その原因は、被災
地を中心に通信が遮断されたこともあった
が、安否確認システムへの従業員の登録漏
れなどがあったため、この点については震災
後に見直しを実施した。また、従来の安否
確認システムでは応答すべき項目として本
人だけでなくご家族の安否や住居の罹災有
無についても伝達する仕様となっていたが、
このデフォルトの内容を変更し、テキストに
よる返信に一元化した。この変更は震災直
後に従業員のご家族の安否確認に時間を要
したこと、最終的な安否確認に一週間以上
を要したことなどを教訓にしている。ただし
安否確認システムはあくまで補助的手段で
あり、被害想定をした上で組織ごとに組織
長を中心に電話やメールなどを用いて組織
メンバーの安否を追跡する運営も並行する
体制にすることとしている。

ただ、最近発生した地震(平成24年12月

7日発生　Ｍ7.4　最大震度５弱)のときに、
安否確認システムを更に改善する余地があ
ることを実感した。この地震では震度５弱
のため安否確認システムが自動発報されな
かった。しかし、津波警報が発令されたた
め、社員の安否確認をすべく、個別に該当
社員に連絡するなど、手作業で対応する結
果となった。この点については、システム管
理会社にも津波警報発令時には震度に関
係なく自動発報するようシステムの改善を
依頼し、現時点では検討中の段階である。

安否確認と初動対応においては、様々な
状況を想定した準備が必要であることを実
感している。例えば、夜中に地震が発生す
るなど勤務時間外の震災であれば、初動の
段階で危機対策本部をいかに招集するかの
判断基準を明確にしなければならない。地
震の発生時間によって社内の危機管理態勢
構築までの時間が異ならないよう、また、い
かなる状況での災害発生においても正確な
情報を判断者に一刻も早く届けるよう、初
動対応上の課題を解決していく必要性を認
識している。

全体を通じて

震災をきっかけに取り組みを強化し、全
ての機能・リージョン・拠点（現地法人含
む）において概ね初動対応に関する体制整
備までを終えているが、重要業務の選定や
役割担当者の行動リストに関する実効性の
検証など危機管理に対する取り組みは継続
性が大事だと考えている。そこで、社として
の継続的な取り組みとして、通常の防災訓
練に加え、役割担当者が実際に役割を担う
ことで情報収集や意思決定、コミュニケー
ションなどの臨機応変な現場対応力を身に
つけてもらうべく、新たに危機対策本部要
員向けの訓練も取り入れ、より高度かつ実
践的な検討を進めている。

今後は、各機能・リージョン・拠点と連携
の元、訓練を通じた検証により、初動対応
のレベルアップをはかっていくとともに、企
業体としてのミッション継続に向け、機能・
リージョン・拠点間の事業継続を実現すべ
く、ソフト面の強化をはかる。

以上
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株式会社倉元製作所

はじめに

 倉元製作所について

宮城県栗原市に本社を置く、フラットパ
ネルディスプレイ用ガラス基板・タッチパネ
ル用ガラス基板および薄膜デバイス等の開
発、製造、販売を行っている会社である。

工場は国内に３か所（本社と同敷地の若
柳工場と隣県岩手県一関市の花泉工場、三
重県津市の三重工場）あり、東京および京都
に営業機能としてのオフィスを構えている。

また傘下にグループ会社を２社保有して
いる。

JASDAQに上場しており、グループ全体
での社員数は500名を超える規模の会社で
ある。

強いリーダーシップで同社を率いる社長
は、「企業は人なり」という企業哲学を打ち
立てている。その中で「和力（わぢから）」
（互いを「人」として尊重し、同志の意を持
ち、個人の力を遺憾なく発揮し、それを一つ
にまとめ大きく強い「チームの力」にし、世
界唯一の『価値』を創出する。）という理念
を掲げているが、この「和力」をベースとし
て、知恵力・工夫力そして人間力を徹底的に
活かしたモノづくりを追求している。

 宮城県栗原市について

同社が立地する栗原市は、東日本大震災
では震源地である三陸沖から比較的離れて
いた（約200km）にもかかわらず、全国で
最も激甚な震度７（※）を記録した。また、
2008年の岩手・宮城内陸地震でも最大で
震度６強を観測するなど、過去にも大きな
揺れに見舞われた地域である。しかしなが
ら、東日本大震災では市内の死者はおら
ず、建物被害も少なかった。これは、同地域
の岩盤などの関係で、揺れ自体は大きいな
がらも、建物への影響が小さい、揺れの周
期が短いタイプの地震となりやすいからだ
と言われている。

初動対応

 発災直後の状況

2011年3月11日の15時前、通常通り工場
は稼働しており、多くの従業員がそれぞれ
の業務に従事していた。そこへ突然、最大
震度７に達する激しい揺れが襲ってきた。

事務所では揺れたら机の下にもぐること
になっていたが、本社事務所は机が倒れた
り破損したりするほどの激しい揺れに見舞
われ、皆が床に這いつくばるしかない状態
となった（次頁写真②）。

震度
階級 人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

５強＊

大半の人が、物につかまらないと
歩くことが難しいなど、行動に支
障を感じる。

棚にある食器類や書棚の本で、
落ちるものが多くなる。テレビが
台から落ちることがある。固定し
ていない家具が倒れることがあ
る。

窓ガラスが割れて落ちることがあ
る。補強されていないブロック塀
が崩れることがある。据付けが不
十分な自動販売機が倒れること
がある。自動車の運転が困難と
なり、停止する車もある。

７
立っていることができず、這わな
いと動くことができない。揺れに
ほんろうされ、動くこともできず、
飛ばされることもある。

固定していない家具のほとんどが
移動したり倒れたりし、飛ぶこと
もある。

壁のタイルや窓ガラスが破損､落
下する建物がさらに多くなる。補
強されているブロック塀も破損す
るものがある。

※参考：震度７（及び震度５強）での人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況　　　（出典：気象庁震度階級関連解説表）

【写真①】本社外観

＊震度５強は東京都近辺で観測した震度
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まるでフロアそのものが崩壊するかのご
とくであり、揺れがおさまるまで全く動くこ
とができなかった。揺れが収まった後、総
務課が避難指示のため館内放送をしようと
するも停電で使用できなかった。しかしな
がら、普段から実施している防災訓練が奏
功し、従業員はお互いに声掛けし自発的に
避難場所である守衛室横の広場に避難で
きた。

当時社長は出張で不在だったが、社長室
も相当の被害をうけた。キャビネットは壁に
ボルト留めをしていたが、壁のボードごと剥
がれて社長が普段座っている椅子に向かっ
て倒壊した（写真③）。

工場内も激しい揺れで天井や壁が崩落
（写真④、⑤）したほか、生産設備も位置ず
れするなどしたが、かろうじて避難経路を
確保し、全員が無事に上述の避難場所へ避
難することができた。

避難場所では、ライン長が管下の従業員
の安否を確認し取締役に報告したが、発災
後15分程度で完了できた。人的被害は、結
果的に3人が軽い怪我を負ったものの、重
傷者の発生は免れた。

施設では、貯水タンクの部品が破損し水
が流出した。パイプ接続部分は蛇腹式とし
大規模な揺れにも耐えるよう余裕を持たせ
た構造にしていたが、あまりにも激しい揺れ

のために破損した。また、施設内の敷地に
は、ひび割れにより最大で1ｍもの高低差の
あるひずみが発生した所もあった。

事務所外に設置していた自動販売機が激
しい揺れにより、固定していた場所から横
に3ｍほど移動していた。

これまで何度かこの地を襲った地震をは
るかに超える規模の揺れであり、事前に想
定できるような地震ではなかった。

取締役らは従業員全員の無事を確認し
たあと一般従業員を即時帰宅させた。他の
工場やオフィスと連絡をとったが、各工場間
に非常時優先電話を導入していたため、被
災していない三重工場や東京オフィスとは
連絡できた。しかしながら被災の影響で岩
手県の花泉工場とは連絡がとれなかった。
そのため車を使って直接花泉工場に行き、
全員の安否状況を確認した。

一方、単身で出張中の社長はその時仙台
市内にいた。商談先のビルに入ろうとした
矢先での発災であった。激しい揺れに耐え
ている最中、頭に浮かんだのは、何よりも従
業員と家族の安否のことだった。揺れが収
まると直ぐに携帯電話で本社に連絡をいれ
た。15時過ぎにようやくつながり、全員無
事との報告を受けることができた。その際
に自身が仙台市内の親族の家に避難するこ

とを伝えた。その後社長は親族の家まで約
20㎞を歩いたが、その間、携帯電話はつな
がりにくく、また、バッテリー残量を常に気
にしなければならなかった。

社長不在の中、指揮をとったのは前述の
取締役部長だった。安否確認後は、全員
を帰宅させたが、その際、翌日は可能な者
のみ出社するよう通達した。これは過去の
震災時と同様で、まずは従業員を支えるご
家族の安否確認と自宅の確認が優先との
配慮からそのようにした。当日は会社には
誰も残らず、全員がそれぞれの自宅に帰っ
た。従業員が無事に帰宅したかどうかを確
認したかったが、電話は使えず、既に導入し
ていた安否確認システムもサーバーダウン
で使用できなかったため、確認する術がな
かった。

 発災翌日〜復旧着手までの状況

一夜明けた翌日、出社できたのは50名
ほどだった。仙台市内の親族宅にいた社長
は、深夜に総務課長と連絡がとれ、翌日迎
えに来てもらい、その車で出社できた。この
時点では幹線道路は空いていたため、昼過
ぎには会社に到着できた。

【写真②】事務所内の様子

【写真④】工場内の様子

【写真③】事務所内の様子

【写真⑤】工場内での天井崩落の様子
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・被害状況確認
社長はまず被害状況の確認をするよう

指示をした。被害状況を確認するための
チェックリストなどは特には用意していな
かったが、自身の目でも被害状況を確認す
るため、施設内を歩いて回った。工場建設
を請け負った建設業者が、発災当日から駆
けつけてきてくれており、被害状況の確認お
よび修繕に必要な資材の手配をすぐに行っ
てくれた。平時から建設業者と良好な関係
を構築できていたことが要因であろう。

また、工場内の水処理施設は特に重要で
あるため、仙台の複数の業者に連絡し続け
た。連絡がとれた業者からその場での即答
は得られなかったが、結果的に優先的に対
応してもらうことができた。早急に連絡した
ことが奏功したのであろう。

・片付け
被害状況確認や資材手配と並行して、ガ

レキの片付け作業を優先するよう指示をし
た。片付け作業は、従業員だけでなく社長
以下幹部も加わり全員で行った。ガレキの
多くは断熱材を含んだものだったが、断熱
材は細かいガラスウールが使用されている
ことから、片付けの最中に服の中に入ったり
してチクチク痛かった。シャワーや入浴がで
きない状況もあり、全員が一様の思いをし
た。しかしながら、こうした辛さを全役職員
が共有できたことで、苦笑いの中で自然と
一体感が生まれた。

ガレキの散乱状況から、当初片付けが完
了するまで2週間程度はかかるとみていた
が、結果的に3日で完了した。これは全役職
員の思いや向かうべき方向が完全に一致し
ていたからであろう。

片付け中も毎日朝礼と夕礼は欠かさずに
行った。また余震が続いていたこともあり、
避難経路を確保し、全役職員の頭に入るよ
う周知徹底した。

・必需品調達
非常時に備えた備蓄品は、自社には十分

な量を準備できていなかったが、大手取引
先が厚意で各地から支援物資をトラックで
運んできてくれた。支援物資には食糧や飲
料水、毛布などに加え、灯油などの燃料も
あった。そのため、会社で炊き出しをするこ
とができた。スーパーや飲食店、コンビニエ
ンスストアすら営業しておらず食糧調達に
難渋するなか、食べ応えのある食事を従業
員や建設業者に提供することができたこと
で、皆に元気が蘇ってきた。食は生きる原点
であろう。

今回支援物資を送ってくれた得意先と
は、非常時の支援について特段の協定を結
んでいたわけでは無かったが、非常に迅速
な支援を受けることができた。

また、社内でも特段決めていたわけでは
無かったが、三重工場やグループ会社の従

業員有志一同が自らの判断でトラックを運
転し、物資を届けてくれた。子育て家族が多
いことに配慮してか、乳幼児用の必需品も
多く入っており、非常にありがたい思いだっ
た。保険会社などの各取引先からも支援が
行われ、非常に助かった。

そうしたこともあり、結果的に物資確保
で困窮することが比較的少なかったことは
幸いだった。従業員への配布は平等に行っ
た。お互い助け合いの気持ちで一杯だっ
た。物流や小売が完全に停止している状況
だったので、何でも欲しい状況ではあった
が、今後余剰となるであろう物資について
は、全員一致で地域住民に配布した。

また、停電が続いていたが、ある取引先
が発電機を持ち込んでくれたため、照明な
どに使う電気を確保することができた。

・従業員対応
震災が発生したのは金曜日だったが、翌

日以降多忙となり、対策本部メンバーは曜
日の感覚が薄れていった。

従 業 員に対しては 、当日中に翌日の
To-doに必要な人数を算出し、休める人に
は休んでもらう対応を取った。ある程度状
況が落ち着き、工場が稼働する目途がつい
た頃には、各事業部で従業員個人の状況に
応じて臨機応変に出社日や勤務時間を決め
ていた。

給与については、自宅が被災し出社でき
ない従業員もいたが、出社状況に関係なく
全従業員に遅延なく完全に支払った。絶対
に従業員に不安を与えたくないという強い
思いからである（後に震災復旧中の出勤者
に対して、出勤率にあわせた特別手当を支
給した）。

復旧に向けた取組

 対策本部設置運営

発災翌日から対策本部を設置した。場所
は被害を受けなかった敷地内プレハブの建
物に定めた。休憩室も兼ねていたので、昼食
もそこでとった。復旧計画は発災の翌週半
ば頃に策定し始めた。ガントチャートを使っ
て、建設業者を交えて具体的なTo-doとス
ケジュールを決めていった。

 復旧計画策定・復旧作業

発災後1週間程してようやく状況が見え
始めたので、工場再開日を検討した。再開
日についてはお客様が待つことができる限
界の日とすべく、営業部門がお客様の意向
を確認しようとしたが、被災した同社に配

慮し具体的な日程などは提示してこなかっ
た。そこで、お客様の在庫状況や代替品の
存在なども勘案し、稼動再開日程を社長が
決め、無理でも良いから、まずはこの日程あ
りきで計画を立てた。

工場再稼働に際しては、事業継続という
よりコストダウン目的で2社購買としていた
ことも奏功し、生産に必要な原材料や部材
の調達にはそれほど苦労しなかった。

むしろ建築資材や設備修理用資器材の
調達の方が困難だった。

 情報システム復旧

基幹システムは自社開発でサーバー類は
自社内に設置しており、システム部門の専任
者が運用している。無停電電源装置はあっ
たが停電が長引きシステムダウンした。震
災の影響がなかった三重工場では出荷業務
等に基幹システムが必要であったため、シス
テムが復旧するまで手書き伝票を使って対
応した。システム復旧は専任者が中心とな
り行ったが、特段問題なく復旧できた。

 外部への情報発信

外部への情報発信は3月14日からホーム
ページ上に掲載した。ホームページはホス
ティングサービスを利用していたが、栗原市
一帯の電力が回復するまで使用できなかっ
た。しかしながら、岩手県の一部地域が13
日頃に電気が回復したため、その地域に自
宅がある従業員の家に一時的に専用パソコ
ンを持ち込み、ホームページ上で同社の状
況を発信することができた。

通信状況が改善するにつれ、同社の被災
状況や復旧見込みについての照会が取引先
や株主からお見舞いと共に寄せられるよう
になった。

 工場再開

若柳工場および花泉工場は4月中の再
開を計画し復旧作業を続けていた（次頁
写真⑥）が、4月7日夜中に本震に匹敵する
規模の余震が発生した。この影響で稼働直
前まで進んでいた復旧作業が大きく後退し
た。対策本部メンバーだけでなく、施設の復
旧作業を全面的に行ってきた建設業者の担
当者も大きく落胆したが、余震翌日は作業を
中止し、翌々日から気持ちを切り替えて再度
復旧作業を行った。重い空気ではあったが、
それでも建設業者の方々ならびに従業員は
明るく振る舞っていた。このことがどれだけ
経営者を励ましたかは言うまでもない。

そして花泉工場は5月上旬、若柳工場は
5月末に再稼働した（次頁写真⑦）。遅れ
た生産を取り戻すべく、震災前と同じ4勤2
休、24時間体制で人員を配置した。
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 地域への貢献

食糧や燃料の一部を避難所、特に被害
の大きかった沿岸部の避難所により多く配
布した。この地域では井戸を持つ住民も多
く、飲料水はそれほど必要ではなかった。片
付けもほぼ終わり、復旧作業のメインが建
設業者となり、生産再開までの間は、人手
に余裕が出てきたため、栗原市からの協力
要請に応じて、20名規模の従業員を約10
日間派遣し、市の復旧の支援を行った。

初動及び復旧活動における
今後の課題とその対応

これだけ激しい揺れを伴う大規模地震で
あったにもかかわらず、結果的に従業員の
人的被害はほとんどなく、工場も約2ヶ月半
で再開できたこともあり、震災対応として特
段の改善すべき大きな課題は無いと考えて
いる。

ただし、個別に見ていくと主に初動対応
においていくつか改善すべき点があったの
で、現在に至るまで粛 と々改善に取り組んで
いる。

事務所では、キャビネットが壁ごと剥がれ
て倒れてくるということが実際に発生したこ
とを受け、背の高いキャビネットは置かない
ようにした。結果的に必要性の低い書類が
全て廃棄されることになり、無駄の排除に
つながった。

工場では人命に直結する避難経路につい
ての見直しを行った。今回は天井や壁が崩
落するなどの事情もあったが、そもそも避
難を阻害するようなモノを置かないなど、
基本的ルールの周知徹底を行っている。

安否確認システムについては、発災当日
はサーバーダウンにより使用できなかった

が、復旧後に使用した際、従業員の何名か
の登録情報が古く、メールが届かなかった
ということがあったので、改めて定期的な更
新を行うようにした。

備蓄品については、各方面からの支援に
より辛うじて必要品目および必要量を確保
できたが、やはり自社でも一定量は確保して
おくべきと再認識し備蓄を始めている。

情報システムは、サーバーダウンしたこと
からクラウドコンピューティングも検討した
が、今回のような未曽有の事態でも対処で
きたことを踏まえ、自社保有のままとし、大
きな変更はしないこととした（検討自体は
続ける）。

なお、いわゆるBCPとしての文書マニュ
アルは策定していなかったが、文書を作る
ことが目的となりがちであり今後も作る予
定はない。マニュアル頼りではなく、各人
がしっかりと自分の役割を認識し、有事の
際にはどのように動くべきなのかを理解す
る必要がある。頭ではなく身体でわかる
必要があるため、各種訓練は今後もしっか
りと続けるつもりであり、震災後も真剣に
取り組んでいる。一例として、社長が海外
出張で長期不在という設定の訓練も実施
している。

おわりに

同社は、3月11日の本地震で受けた震度
７という最大規模の揺れに加え、その後何
度も大きな余震に見舞われるという困難に
直面したが、それでも人的被害はほとんど
出さず、また早期復旧を成し遂げた。

これは、同社の平常時および発災後の自
助努力に加え、本文でも記載したとおり各
取引先の協力や支援があったためである。
社長の力強いリーダーシップに加え、冒頭

に述べた「和力（わぢから）」が全役職員の
根底にあるからこそ、役職員間および取引
先間との強固な信頼関係が構築できたので
ある。

もちろん、同社が地元の有力企業であ
り、代替のきかない特殊な技術を保有して
いる点や、一般に言われる東北地方の方々
の気質（我慢強く、思いやりがある）に拠る
ところもあるかもしれないが、仕事を通じて
築いた信頼関係に基づくお互いの協力精神
にあるのは間違いないであろう。

東日本大震災以降、多くの企業で施設
の耐震性向上等のハード面強化や、基準・
ルール策定等のソフト面強化に取組んでい
る。こうした対策は、地震による被害を低減
する上で必要であることはもちろんだが、一
方で、取引先や従業員といったステークホ
ルダーとの間で築いた強固な信頼関係が如
何に会社の危機を救うことになるのかとい
うことを、本インタビューを通じて教えてい
ただいた。

以上

株式会社倉元製作所第2章

【写真⑥】工場の復旧途中の様子 【写真⑦】工場の再開の様子
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第 2 章　被災企業へのインタビューの記録

住友大阪セメント株式会社

はじめに

高知県須崎市は高知市の西約30km、高
知県のほぼ中心部に位置し、太平洋に面し
た港町である。この須崎市にある住友大阪
セメント株式会社高知工場は、年間セメン
ト生産能力430万トンを誇る同社最大級の
臨海工場である。

同社では、2008年から同社経営陣で構
成するリスク管理委員会の指導の下、災害
時の初動対応を定めた「大震災マニュアル」
や復旧に関する「事業継続計画」の策定を
進めている。高知工場も2009年に大震災
マニュアル及び事業継続計画の策定を完了
していた。

2011年3月11日の東日本大震災は、震源
地から遠く離れたこの高知工場にも被害を
もたらした。既存のマニュアルや事業継続
計画はどのように機能したのかについて高
知工場を訪問し、お話をうかがった。

１．被災前後の状況

１−１ 地震発生まで

高知工場の周辺は、いわゆるリアス式海
岸の地形であり、山が海にせり出し、深い湾
を形成している。この工場の立地上の特性
は、その入り組んだ湾のもっとも奥、押岡川
の河口に面し、まさに山、川、海が角つき合
わせているところに立地しているという点に
ある。

このため、2006年７月、高知県庁総務部
危機管理課（当時）が作成した第２次高知
県地震対策基礎調査や須崎市役所が作成
した津波ハザードマップにおいても、南海地
震等の海溝性地震による津波が発生した場
合、高知工場周辺では、最大13.5メートル
程度の浸水深による大きな被害が生じるこ
とが想定されていた。高知工場では、大震

災マニュアルや事業継続計画書の策定過程
において、このような事態が生じることが社
員に周知されており、定期的な実働訓練も
行われていた。2010年度の津波を想定し
た訓練は2011年３月９日に実施された。東
日本大震災の発生は、その２日後である。

須崎市では、東日本大震災による地震
動を体感することはなかったが、市役所は
直ちに防災無線を通じて、市民に警戒を呼
び掛けた。須崎市は、三陸地方と同様に、
1944年の昭和東南海地震や、1960年、
2010年のチリ地震など海溝性の地震によ
る被害を受けてきた歴史がある。2010年
のチリ地震津波では、波高1.28メートルを
記録した。そのため、須崎市民の津波に対
する警戒意識は強かった

１−２ 津波注意報と緊急出航

同日14時50分、気象庁は、高知県予報
区に津波注意報を発表した。高知工場大震
災マニュアルでは、津波注意報や津波警報
が発表された場合の行動手順が定められ
ている。また、台風常襲地域でもあること
から、川が増水した場合の対応も常日頃か
ら行われていた。加えて、2日前の訓練によ
り、危機対応の手順が頭の中に新鮮に残っ
ていたことも幸いした。

津波注意報の段階では、工場内の操業
は変わらないものの、情報収集と警戒を強
化することになっている。工場長は、従業
員を工場内の高台に向かわせ、海を監視さ
せるとともに、事務所内の会議室からも工
場の目の前を流れる押岡川の水位を監視さ
せた。

15時２分には、工場内の大峰（だいぼ
う）岸壁に停泊中だったセメント運搬船１隻
が緊急出航した。この運搬船は、住友大阪
セメントグループの船会社である大窯汽船
（大阪市）が所有する専用船だった。津波
到達が切迫している場合、船長は、緊急離
岸、係留待機あるいは陸上退避といった選
択肢をすぐさま選択する必要があるが、今
回の場合は、大窯汽船の本社が「直ちに離
岸し、退避せよ」との指示を出したことが功
を奏した。

１−３ 津波警報の発表

15時32分、気象庁は高知県予報区の津
波注意報を津波警報に格上げした。

津波警報が発表された場合、岸壁にお
ける作業を中止し、状況に応じて避難する
ことになっている。高知工場は、工場長中
心に管理職が協議の上、徐々に業務を停止
する態勢に移行した。荷役作業を担当する
協力会社の従業員にも高所避難を指示し
た。このころまでには、セメント運搬船の
緊急出航を受けて、岸壁にあるアンローダ
やクレーンといった荷役機械についても、
固定措置が施されており、避難はスムーズ
だった。

工場事務所のほど近くに中央操作室があ
る。中央操作室とは、セメント製造工場の
心臓部といえる部分で、巨大なセメント製
造工場の各ラインの稼動のコントロールは
中央操作室から行われる。原料の焼成など
の生産工程を即時止めることは可能だが、
負担も大きいため、状況の推移をみて判断
したい。そこで、16時、中央操作室での作業
以外はすべて業務を停止することにし、女
性および遠方居住者に帰宅指示を出した。
更に、16時15分には、管理職及び中央操作
室の従業員以外の全従業員に帰宅指示の
範囲を拡大した。

加えて、16時30分には工場内の高台であ
る有ノ木山に避難用のテントを設営すると
ともに、工場構内の全車両、社有車のみな
らず運送会社の車両等も含めてすべての車
両を有ノ木山に避難させた。工場内に残留
した従業員は合計41名（管理職11名、中央
操作室11名、関連会社19名）であった。

17時20分頃、工場の目の前を流れる押
岡川で逆流が始まったとの報告が工場事務
所に入った。津波の兆候である。高知県は
台風・高潮の常襲地域でもあり、高知工場
の従業員も、川が増水した場合の対応には
慣れている。今回も、工場事務所の入り口
に土のうを積んで、浸水への備えとしたが、
川の水位は、上下を繰り返しつつも次第に
上がっていった。
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１−４ 津波の到達と津波警報
（大津波）の発表

20時59分、須崎市中心部の須崎港に
津波高２．６メートルの津波が到達し、直
後の21時5分には、高知工場事務所内にも
水が浸入して浸水深は15センチメートルで
あった。

不幸中の幸いで、そのまま水位が上がる
ことはなかった。22時過ぎには、水が引き
始め、何とか工場事務所内の水は掻き出す
ことができた。

しかし、22時53分、気象庁は、高知県予
報区に出されていた津波警報を大津波警
報に引き上げた。大津波警報が発表された
場合、操業を中止し、直ちに避難することに
なっている。工場長は、全ラインの緊急停止
を指示し全従業員に別命あるまで工場内の
高台避難後残留するよう指示した。また、
付近の社宅に住んでいる従業員及びその家
族には、高台にある独身寮への避難を指示
した。

23時10分、全ラインが無事緊急停止した
ことを確認の上、全従業員が工場内の高台
である有ノ木山に設営してあった避難用の
テントに集合した。工場長を初めとする職
制は全員工場内におり、携帯の充電、も可
能な状態であったため、大きな混乱は生じ
なかったが、通話困難な状況が続いた。

１−5 避難解除まで

2011年3月11日、日中は12℃まであがっ
たものの、日が落ちると冷え込みが厳しく、
気温は2℃前後まで下がった。加えて、北西
の風が強く、最大瞬間風速は７メートル近く
ある非常に寒い日であった。工場に残留し
た41名の従業員は、大津波警報の解除まで
有の木山の避難所で過ごした。

3月12日13時50分、気象庁が大津波警
報を解除するまで、このような状況が続い
た。自宅に帰った従業員には、自宅待機を
指示していたが、大津波警報解除とともに
出社を指示した。

このような被害の中でも、資材を購入し
た先から配達用のトラックがやってきたこ

とが驚きだったという。とりあえず、その車
については検品を行ったものの、その後は
門を閉めて、出入り禁止とし、被害状況の確
認を進めた。

１−6 主な被害状況

今回の津波浸水による主な被害と対応の
概要は、下記の表の通りである。

いずれも被害としては、それほど大きなも
のではなく、操業も3月14日には一部で再
開し、その後は本格運転に速やかに移るこ
とができた。

２．今後の対策

住友大阪セメント株式会社では、今回の
東日本大震災のような地震・津波から事業
を守るため、各種対策を進めている。特に
高知工場は、重要拠点であることから、今
回の被災経験を踏まえ、ハード面／ソフト
面の両面において地震対策を検討・推進し
ている。

同工場では、ハード面での対策につい
て、地震の影響の大きさのみならず、発生
の確率も視野に入れ、対策を検討してい
る。すなわち、内閣府より公表されている
南海トラフ地震のような地震が発生した際
の影響は極めて甚大であるものの、その発
生確率は稀な地震について対策を検討す
ると、一企業の取組みとしては過剰なレベ
ルの対策になってしまうと考えている。よっ
て、同工場では、千年に一度ともいわれるよ
うな二十数メートルの最大級の津波ではな
く、最大級の津波よりは影響の大きさは下
回るものの、発生する確率が百年に一度程
度5〜10mの津波に焦点をあて、対策を進
めている。

以降では、それら対策の1つ1つについて、
紹介する。

２−１ 中央操作室の高台移転

代表的な対策としてまず挙げられるの
が、中央操作室の高台移転である。

セメント工場は連続運転が基本であり、
年に2回程度の休転を計画している程度
で、ラインを停止するには、相当量の操作
が必要になる。このため、中央操作室で
のオペレーションを担当している従業員
は、大規模な地震が発生した場合におい
ても、すぐには逃げられず、数十分かけて
ラインの停止作業を行う必要がある。つま
り、中央操作室のオペレーターは他の従業
員に比べ、地震発生から避難行動着手ま
でに要する時間が、どうしても長くなって
しまう。

実際に、東日本大震災の際には、中央操
作室のオペレーターは、ラインの緊急停止
措置を実施するために概ね20分程度の時
間を要した。従来の中央操作室は、海抜3
ｍ程度の場所にあった。2012年3月末に公
表された南海トラフの巨大地震で想定され
ている津波は勿論、同社がハード対策の対
象としている津波においても、現在の中央
操作室が立地する場所は、5〜10mの浸水
が発生すると想定されている。更に、津波
の到達時間も20〜30分と極めて短く想定
されていることから、緊急停止措置を行って
から逃げたのでは間に合わない。

そこでこの中央操作室のオペレーターの
安全と機能を維持するために、社長の強い
リーダーシップのもと、中央操作室を現在
の場所から、高知工場敷地内にある高台
で、避難地点ともなった有ノ木山に移転す
ることに決めた。現在、中央操作室となる建
屋は完成しており、中央操作室と工場内各
設備を結ぶ電路の敷設作業などを行ってい
る。既存中央操作室の立地拠点の海抜は3
ｍ程度であるが、これが移転した後には海
抜29ｍになる。これは、南海トラフの巨大
地震で想定されているような最大級の被害
をもたらすとされている津波に対しても十
分に安全な高さである。

今回の中央操作室の高台移転には、およ
そ10億円という資金が投入されている。こ
れに鑑みても同社の地震・津波に対する対

被害箇所 被害概要 対応と復旧

工場事務所、協力会社事務所等 浸水 当日中に水を掻き出し。３月14日に
は消毒を手配した。

岸壁の出荷サイロ
取り出し口に浸水。早強セメントが
入っていたため、12日午後には固まっ
ていた。

12日〜13日にかけてはつり作業。そ
の後サイロの機能回復を進めた。

周囲の生垣 海水により針葉樹が枯死。 樹木医を手配。植え替え等の対応を
検討中。

【表】今回の津波浸水による主な被害と対応の概要
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策の必要性、本気度というものが伝わってく
る（写真）。

２−2 避難指示用の設備導入

前述のとおり、津波到達までの想定時間
が20〜30分と極めて短く、地震発生から
各従業員に避難を指示するまでに余り多く
の時間をかけていられない。よって、従業員
へのスムーズな避難指示の伝達は非常に重
要であると言える。

まず、須崎市役所と交渉を進め、市が管
理する防災無線を工場内に増設した。ま
た、震災以前から防災訓練の都度、高知工
場が管理するサイレンの使用実験も行い、
それらの取り組みの中で、サイレンを１台か
ら３台まで増設することで、指示の聞こえづ
らかったエリアを狭めてきた。

今後は、更に指示を明確に伝達できるよ
う、常時大きな音が鳴り響いている粉砕機
（※原材料や中間製品であるクリンカを粉
砕するための装置）周辺などについては、サ
イレン以外に強い閃光などにより警報を発
する装置を導入し、視覚に訴える方策を検
討している。

２−3 避難経路の拡充

避難に関しては、非常階段の増設を行っ
た。工場は大きく海側と内陸側に区画を分
けることができる。そのうち、海側の西側の
敷地について、非常階段増設以前は高台に
避難する際に、岸壁沿いを移動するか、もし
くはトンネルを通り抜ける必要があった。

東日本大震災の際には、トンネルをくぐる
ルートで避難を行ったが、地震発生直後で
あることもあり、「非常な恐怖を感じた」と
のことであった。

避難に際してのこのような危険を低減
するために、住友大阪セメント高知工場で
は、海側・西側の敷地から高台に直通する

【写真】新中央操作室の様子

非常階段を増設した。これにより、避難に
要する時間は大幅に削減された。

２−4 備蓄品

非常食、寝袋、カイロなども、震災での経
験を踏まえ買い増ししている。

２−5 ソフト面での対策

ソフト面での対策についても取り組んで
いる。例えば、各課･協力会社各社ごとに安
否確認シートを作成し、安否確認を確実か
つ的確に行えるように工夫をしている。

また、大規模な地震が発生した際の対応
の基本となる文書の「大震災マニュアル」の
見直しも進めている。避難指示や安否確認
などの一般に「初動対応」と呼ばれる地震
発生直後の対応について、今回の震災への
対応を踏まえ、改定を進めているとのこと
であった。

以上
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はじめに

2011年3月11日。太平洋沿岸に位置する
岩手県大船渡市は、東日本大震災の地震
および大津波により、壊滅的な被害をこう
むった。

同市で長年にわたり操業を続けてきた太
平洋セメント・大船渡工場も例外ではなく、
津波の直撃を受けた工場設備の大半は冠水
し、操業停止を余儀なくされた。一方で、こ
れほどの大災害にも関わらず、従業員には
幸いにして一人の犠牲者を出すことなく、い
ち早く事業の復旧に着手している。

その甲斐あって、2011年11月4日にはセ
メント生産を再開、12月22日からはセメン
トの本格出荷を開始し、地域復興の牽引役
ともなっている。

同社はいかにして、震災の被害を最小限
にとどめ、早期復旧を果たしたのか。そこに
は、災害に対する日ごろからの同社の心構
えが活かされている。

本稿では、同社の震災リスク対策をリー
ドし、東日本大震災に際しても発生4日後に
は自ら現地入りして対応に当たられた、総
務部総務グループの佐藤グループリーダー
にお話をうかがった。

１．被害状況
　

 東北地方の拠点被害

−貴社の東北地方の拠点の被害状況はどう
であったか？

まず、臨海工場である大船渡工場は、施
設・設備に甚大な被害を受けており、大船

渡地区では、海岸沿いの地盤が約70cm
沈下し、当社の港湾施設も岸壁の一部は陥
没、原燃料の受け入れ施設や1号キルン（注１）

はほぼ冠水した。事務所は完全に冠水し、
書類・機材のほとんどは流出・破損してし
まった。

東北支店のある仙台市では、電気・水道・
ガスが全て停止し、特にガスは約1カ月間停
止したため、現地では入浴にガスコンロで
沸かしたお湯を使用していたとのこと。

また、東北地方各地にあるサービス・ス

〈太平洋セメント株式会社〉
1881年（明治14年）5月3日（小野田セメント

の創立日）の設立以来、約130年の歴史を誇る、
セメント業界最大手。1998（平成10）年、秩父小
野田と日本セメントの合併により現社名となる。

国内トップのセメント事業と、関連する資源事
業、環境事業を中核に、「環太平洋におけるリー
ディング・カンパニー」となることを目標として、グ
ローバルに事業展開している。
〈大船渡工場〉

1936（昭和11）年、東北セメント株式会社（当
時）の工場として大船渡市で操業を開始。太平洋
セメントの特殊品製造の主力工場として重要な役
割を果たしている。

【お話を伺った方】
佐藤グループリーダー

【写真1】震災直後（2011年3月12日）の大船渡工場正門前 【写真2】復旧後（2012年11月5日）の大船渡工場正門前
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テーション（SS）（注２）についても、太平洋沿
岸のSSは津波による冠水で甚大な被害を
受け、出荷不能の状態に陥った。

「従業員の人的被害ゼロ」の秘訣
〜訓練が守った命

−従業員の人的被害の状況は？

幸いにして、従業員に人的被害はなかっ
た。特に大船渡では、地震発生から約20
分後に津波が到来したが、迅速な避難によ
り、大船渡工場の従業員156名に加え、同
地区の関係会社・協力会社の従業員全員が
無事であった。

−「従業員の人的被害ゼロ」の秘訣は？

実は、全員が同時に同じところに避難し
たわけではなく、指定の避難場所に避難し
た者もいれば、コンクリート製の出荷サイ
ロに避難した者もいた。「大地震が発生した
ら、その後の津波を想定して、自主的に避
難する」ということが体に染み付いていたと
いうことだと思われる。

大船渡地区では、チリ地震津波など過
去3回もの大きな津波の被害を経験してい
る。そのため、地震および津波発生時の行
動基準を定めて、定期的に避難訓練を行っ
てきている。予め決め事を作り、定期的に
訓練をし、体で覚える、この繰り返しが功を
奏した。

２．震災当時の対応

　
「北上サテライト」の開設
〜直ちに現地へ！

−貴社では震災後直ちに現地対策本部を設
置したとのことだが、その詳細や設置にあ
たり苦労した点は？

震災後間もない3月13日に、本社対策本
部において、大船渡地区の被災情報収集、
通信確保、物資支援等を目的とした現地対
策本部の設置を決定した。

岩手県北上市にある当社関係会社の事
務所を利用したことから、「北上サテライ
ト」と呼んで、大船渡で通信手段が確保さ
れる4月7日まで、本社から延べ20名を派遣
し、運営した。

北上サテライトの設置決定後、第一陣の
メンバーは北上に向かうことになった。

ところが、まず北上に入るまでが困難の
連続であり、当初、秋田空港に東北支店か
ら迎えの車が来る予定であったのが、ガソ
リンが調達できないから迎えに行けないと
出発間際になって連絡があった。そこで急
遽、代わりのルートとして上越新幹線で新
潟へ向かい、新潟の営業所の車で山形へ入
り、そこで、東北支店の車に乗り換えるルー
ト（図、※１）と、東京より支店のハイブリッ
ド車を手配し、一旦熊谷工場に寄って冬用
タイヤに履き替え、高速が不通だった為、
一晩中一般道を北上するルート（図、※２）
の二つのルートでようやく北上サテライト
へ到着した。結局、本社（東京都港区台場）
出発から到着までに要した時間は18時間で
あった。二つのルートを採ったのは、どちら
かが到着できなくても大丈夫なようにより
万全を期したことによるものである。出発間
際の段取りの悪さは、今後に活かしたいと
思っている。

 インフラ、マニュアルが機能せず？

−北上サテライト運営上の困難や工夫点は？

北上サテライトに到着した後の運営も、
様々な困難に直面した。元々北上サテライ
トに、現地対策本部としてのインフラを備え
ていたわけではないため、本社からＰＣや
衛星携帯電話を持参したが、急いでいたこ
ともあり、これらの使用方法を十分確認し
ていなかった。そのため、結果として現地で
社内イントラネットへのアクセスに時間がか
かったり、使用不能な衛星携帯電話があっ
たりした。色々なインフラやツールを整備し
ても、その使い方を関係者が共有していな
ければ、役に立たないということを改めて
実感した。

ソフト面でも、当初は情報伝達のルート
が整理されず、本社、サテライト、工場間の

連絡や様々な情報が錯綜した。そこで、情
報の一元的把握のため諸々の情報は北上サ
テライトに集めることにした。また、大船渡
工場とのやり取りの中でいつの間にか習慣
化していたのだが、サテライトから車で大船
渡工場に向かう際に、アンテナ通信の可能
なぎりぎりのポイントで、「今から連絡とれ
なくなります」との連絡を車からサテライト
に入れていた。これにより、サテライト員が
ポイント地点迄無事到達したことを確認で
き、日中はサテライト員との通信がないの
で、本社との連絡・翌日以降の段取りに専
念できた。

このように、情報の把握・一元化には本
当に苦労した。情報伝達のためのインフラ、
マニュアルは整備していたつもりだが、実際
には様々な理由で機能しないことがある。
だからこそ、普段から通信機器の利用方法
を習熟しておくことや、あえて厳しい状況を
想定した訓練をしておくことなどが必要で
ある。

３．復旧、そして復興へ

 従業員の意識、地域内の連携が早
期復旧の原動力

−早期復旧をなし得たポイントは何か？

人的被害がなかったことは大きいと思
う。確かに工場の生産設備の被害は甚大
だったが、従業員さえ無事なら、いつかは復
旧できる。実際、工場をはじめ、当社および
関係会社・協力会社の従業員が一丸となり、
「工場の復旧が東北の復興に繋がる」とい
う意識を持って復旧に取り組んだことが、

（注１）石灰石等の原料を高温で焼いて、セメントの
元となるクリンカを作るための窯のこと。

（注２）セメントを出荷するための中継基地のこと。

【図】北上への行程（Google mapより抜粋・加工）

※１
※２
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復旧を加速させたことは間違いない。
もちろん、自分たちの力だけで復旧を成し

遂げたわけではなく、地域の様々なステー
クホルダーからの支援が、復旧の大きな後
押しとなった。一つの例として、東北電力に
よる早期の復電対応が挙げられる。普段か
ら地域に密着して事業を営み、ステークホ
ルダーとの関係構築に努めてきたことが、有
事において活きることを実感している。

　　　　　　　　　
 廃棄物処理や雇用継続により被災
地復興に貢献

−被災地の支援・復興にも寄与されている
と伺っているが、その内容は？

震災直後から被災地支援として行ったの
は、救援物資の送付だった。本社、国内の
各事業所からの救援物資を集約し、大船
渡工場のみならず自治体や取引先・グルー
プ会社へ直送した。北海道の上磯工場から
も、同様に物資を直送し、全国の協力会社
や国内外の関係先など多くの方々から協力
を受けた。2011年9月末までの累計で268
ｔの物資を出荷している。

物資の需要としては、初めは飲料や食料
が中心だが、復旧が進んだ段階では、原付
バイクや自転車などの需要が中心となった。
その時々の被災地のニーズに合わせた支援
が大切だと実感している。

当社事業を通じた復興支援としては、大
船渡工場での災害廃棄物処理と雇用継続
が挙げられる。災害廃棄物処理について
は、具体的な処理方法が決まる前から、大
船渡工場で実施することを宣言していた。
実際に現在も、除塩施設で除塩等を施した
後に、キルンでセメントの原燃料として処理
している。

また、地域における雇用の継続が復興
に繋がると考えた。関係会社や協力会社も
含めた従業員の多くは地元での採用だが、
その雇用は復旧や上記の災害廃棄物処理
などにあたってもらうことで継続した。他社
では、工場を閉鎖するところもあったが、幸
いにも当社では、関係会社や協力会社も含
め、従業員が職を失うことはなかった。

４．平時からの備えが
有事に活きる

 毛布が倉庫に…

−平時の備えで役立ったこと、または反省
点は？

本社では、震災当日、急遽325名が宿

泊することになったが、各種の備蓄品、特
にアルファ米を準備していたことは大き
かった。

一方で反省もある。毛布だけは本社では
なく近くの倉庫に大量に保管しており、本社
には150枚しかなかった。備蓄品はスペース
をとるため、その保管に頭を悩ませる企業
は多いと思うが、本当に必要なものが傍に
なければ意味がない。当社でもその後、備
蓄の見直しを行ったが、各企業でも知恵や
工夫を絞る必要があると思う。

 訓練の重要性

−訓練を実施することの意義は？

これは先ほどの大船渡を例にとって説明
したとおりであり、今後各種マニュアルや連
絡体制の見直し、インフラの強化などを進
める。これらが有事に着実に機能するため
にも、マニュアル等の周知や訓練の定期的
な実施が不可欠であると考えている。

５．経営トップのリーダーシップ

−経営トップはどのようにリーダーシップを
発揮されたか？

当社では、震災発生当日の夜からほぼ毎
日、徳植社長（現会長）を本部長とする緊
急対策本部会議を開催した。大船渡工場や
東北支店の安否確認、被害状況の確認な
ど、全てトップダウンで判断・指示していっ
た。先ほど述べた「北上サテライト」も、社
長の発言がきっかけとなり設置されたもの
である。

2011年4月1日には、社長自らが大船渡

工場を視察・激励に訪れる等、復旧・復興
に向けた士気高揚にも大きく関わっている
（写真3）。

６．震災を受けた反省と改善

−震災の反省を踏まえ、どのような対策を講
じているか？

⃝本社の初動対応の見直し
東日本大震災では、当社の危機管理対

策上、反省すべき点も多々あった。例えば
地震発生直後、本社では初動対応が情報の
錯綜によってかなり混乱したが、警察など
行政その他関係者も混乱している様子がみ
られた。

そこで、当社として主体的に、迅速かつ
適切な初動対応を行うため、ビル（注：同社
本社ビルは自社ビルではない）からの非常
放送だけに依存せずに、総務部としてフォ
ローの館内放送を入れることにした。

また、当社では地震により自動発信する
災害時連絡システムを導入していたが、地域
により受信のタイミング等にばらつきが出
たため、システムを見直すことにしている。

また、ビル外への避難のために更衣室で
制服から私服に着替えた女性従業員が多
く、避難に時間がかかったことから、現在制
服は廃止している。

⃝震災後の貴社連絡体制
本社・各工場・支店等に1台ずつ衛星携帯

電話を導入し、経営層・緊急対策本部要員
の一部、工場長・支店長等が常時携帯する
ようにした。

⃝本社が被災した場合の想定
また、本社が被災し、本社通信機能が損

【写真3】徳植社長（現会長）の大船渡工場視察・激励
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なわれた場合に情報集約・発信基地となる
「代行事業所」として、関西四国支店（大阪
府大阪市）を第一順位とし、第二順位以降
は、より西方面の事業所を指定している。

⃝首都直下型地震を想定した準備
首都直下型地震発生直後は、各種交通

機関の麻痺が想定される。休日等の発災で
あれば、そもそも台場にある本社への集合
すらできない。そこで、首都圏内にある社宅
の一室に、衛星携帯電話等、最低限の緊急
連絡機能等を果たすためのインフラを整備
し、同社宅に在住する従業員が担当役員や
代行事業所と連絡を取れる体制を整備して
いる。

⃝停電による本社機能不全に対する準備
首都圏の大規模停電による本社機能不

全に備え、「緊急停電対応マニュアル」を策
定した。元々は原発事故後の2011年夏にお
ける電力不足に備えて作成したものだが、首
都直下型地震に伴う大規模停電も想定され
るため、読み替え等により、今後も活用でき
るものとした。

　
−今後の震災リスク対策は？

⃝各工場・支店での震災リスク対策強化
今後は、首都直下型地震はもちろん、東

海・東南海・南海地震などにも備える必要
がある。当社のほぼ全ての事業所が、震災
リスクにさらされているといっても過言では
ない。既に各事業所でマニュアルは整備し
ているが、今後その内容をブラッシュアップ
していく予定である。

おわりに 
〜震災対策に取り組む企業へ

 人命・身体の安全を第一に

−震災対策への取り組みで最も大切なこと
は何か？

震災対策においては、まず、人命・身体の
安全を第一に考えることが重要であると考
えている。有事において、従業員がどのよう
な身の危険に曝されるのか、そのような場
合に備えて何が必要になるか、を具体的に
想像することで、なすべきことが一つ一つ見
えてくるのだと思う。

例えば、首都直下型地震が発生した場
合、首都圏の交通網は麻痺し、治安も悪化
する。そんな状況下で帰宅を申し出た従業
員をただ帰すのは、危険地帯に放り出すも
同然だ。

当社では、東京都の帰宅困難者対策条
例の制定以前から、従業員については事業
所に留めることを原則としている。強制はで
きないが、震災発生時に無理に帰宅するこ
との危険性や緊急車両通行の阻害にもなり
うることなどを、常日頃から教育することも
必要と考えている。

また、「家族の安否が心配だから帰りた
い」と思う従業員も多いと思われることか
ら、家族との連絡手段を事前に取り決めて
おくなど、家庭における震災対策について
も今後啓発し、不安を和らげていこうと思っ
ている。

「震災」の教訓を他のリスクに活かす
〜「想定外」を「想定内」へ

−東日本大震災は「想定外」の大災害ともい
われたが、このような「想定外」のリスクに
どう向き合えばよいか？

今回の震災の教訓を、他のリスクにも活
かしていくことが大切である。「発生確率
は低くても、いざ起こればとんでもないワー
ストシナリオに発展する」リスクへの対応は
今や不可欠といえる。例えば私は、日頃か
ら周囲に「富士山が噴火したらどうする？」
などと問いかけている。最初はなかなか真
剣に取り合ってもらえないが（笑）、このよ
うに「『想定外』を想定する」地道な努力の
繰り返しが、いつかは起こる「次の大災害」
への有効な対策に繋がる第一歩だと考えて
いる。

以上

太平洋セメント株式会社第2章
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はじめに

「同社のＢＣＰ（震災対策）のリリース時
期は大震災発生の10日前であった。」

通常であれば、このタイミングで本番を
迎えても、ＢＣＰが社内に周知されているわ
けもなく、「慣れない」ＢＣＰの活用は困難
であったと想定される。ところが、同社は、
ＢＣＰを見事に活用して大震災を乗り切っ
ている。その理由は何なのであろうか。

その答えは、ＢＣＰ方針が明確で判断に
迷いがなかったことと、トップの強いリー
ダーシップにあった。以下、同社の被害状況
を前提に、同社のとったＢＣＰ対応を整理し
ていく中で、明らかにしていく。

１．被災状況について

まずは、前提として同社の被災状況を整
理する。

以下のとおり、同社の生産はストップして
いるが、工場自体の被災よりサプライチェー
ンの途絶による影響が相対的に大きかった
ことが特徴としてあげられる。

 1−1 千葉工場の被災について

同社の主力工場のひとつである千葉工場
では、地震発生によりライフライン（電気・
水・ガス）がすべて停止した。幸いにしてこ
れらは翌日には回復し、建物も使用不能と
いう状況にはならなかったが、生産設備の
損傷、配送センターや工場内の天井・ダクト
の落下、自動倉庫の荷崩れ等が発生した事
情もあり、生産ラインは一旦ストップせざる
を得なかった。

これら生産ラインは、応急処置を施すこ
とで、液体商品ラインは5日、粉末商品ライ
ンは11日後に再開させることができたが、
ライン再開後でも、余震による地盤沈下の
影響で貯水槽に濁りが発生したり、原発被
災の影響で都内の上水から暫定規制値を超
える放射性ヨウ素が検出されたという情報
の確認等の理由から、たびたび生産ライン
をストップさせており、結局のところ、完全
復旧は3月末となった。

 1−2 サプライチェーンの途絶につ
いて

また、同社はサプライチェーンの途絶によ
る影響をまともに受けた。ペットボトル用の
キャップと包装用のフィルムを中心に、原材
料や資材をサプライヤーから入荷遅延が発
生し、10カテゴリー約650品目の商品（同社
の全商品数の約1割弱）について、一時的に
生産ラインをストップせざるを得なかった。

　２．震災時の対応①
（商品の提供）について

前記１．の「被災状況」にありながら、
「商品の提供」の継続を通じて顧客の信頼
を勝ち得ることができた同社の対応につい
て整理をする。

 2−1 商品の提供方針について

同社のＢＣＰは出来立てホヤホヤの状態
であったが、商品の提供について、以下の明
確な方針があったため、様々な判断事項に
ついて迷いが生じなかった。

①「品質」の担保が取れていない商品は出
荷しない。

＝緊急時であっても、平常時の品質が
担保できない商品は出荷しない。

これは、「スピード」を重視して安易に
「品質」が担保されていない商品を提
供したとしても感謝されるのは一瞬・部
分的であるとの考えに基づく。確かに、
その後に想定されるクレーム対応の手
間や信頼失墜というマイナス効果の方
が大きいと思われる。
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②「安定供給」が担保されるまで一時しの
ぎ的な商品の出荷はしない。

＝在庫を安易に出荷して途中で在庫
切れを起こす事態を生じることを
回避する。

事業の川上で支障をきたしているとき
に、事業の川下で必要以上の無理な対
応はしない、ということを徹底した。

これは、「スピード」を重視して安易
に出荷をした後に長期間欠品を起こす
よりも、当初から「安定供給」の確保に
注力し、いち早くそれを実現した方が、
顧客からの信頼確保に役立つとの考え
に基づく。

 2−2 上記方針に沿った対応例につ
いて

　
この方針に沿って同社が取った具体的な

対応例は以下のとおり。
⃝上記①「品質」確保の観点から、非被災

地である「ＫＯ宮殿工場（愛媛県）」にお
いて平常時に品質の確認が出来ている製
品以外は安易な代替生産は行わなかっ
た。同社の商品である調味料は、同じ原
材料を使用したとしても、生産ラインが
少しでも異なれば品質が変わる可能性が
あるため、「スピード」を重視して安易に代
替生産をするリスクはとらなかった。

⃝上記②「安定供給」確保の観点から、生
産が停止した商品について、非被災地も含
め、在庫の出荷を一時的に停止させた。

 2−3 災害対策本部長のリーダー
シップについて

上記対応を実施するにあたっては、営業
サイドからは多少のクレームがあった。特
に、在庫商品の一時出荷停止については、
「商品が倉庫にあるのに売れない」という
状況に他ならず、出来立てホヤホヤでＢＣ
Ｐが営業サイドにまで浸透していないな
か、非被災地を中心に営業にとってみれば

理解不能な対応であったのではないかと推
察される。

かかるクレームならびにＢＣＰが浸透し
ていないハンデを、同社は、災害対策本部
長の強いリーダーシップでクリアをした。
また、事務局が社内イントラを通じて復旧
に関する情報を全社員に適宜提供したこと
も、ＢＣＰの浸透に役立った。

3．震災時の対応②
（その他）について

さらに、同社の震災時対応の中から、阪
神大震災の経験を踏まえ実行した以下の初
動対応が参考となるため紹介しておく。

 3−1 被災建物への立ち入り対応に
ついて

同社は、被災建物への立ち入り可否につ
いて、取引先のゼネコンの診断結果を待っ
て判断する方針としているが、阪神大震災
の経験から地元のゼネコン手配には時間が
かかることがわかっていたため、愛媛から
出張してもらうよう手配し、早期の立ち入り
判断を実現させた。

また、ゼネコン診断前にも関わらず、事
業継続に使用するＰＣをいち早く被災建物
から持ち出すために、以下のような方法を
とって、被災建物への一時立ち入りを強行し
た。なお、この方法は、人命安全の観点か
らは決して推奨できる方法ではないが、や
むをえない事情から建物の立ち入りを強行
する場合には大いに参考となる。
⃝被災建物の写真を愛媛本社（非被災地）

で担当のゼネコンに見せ、「一時的立ち入
りは大丈夫」との判断を得た後、ＴＶ会議
システムのWebカメラを使って本社で被
災建物をモニタリングしながら、限られ
た人間を特定の目的（ＰＣの持ち出し）の
ためだけに、立ち入りをさせた。

 3−2 被災者の代替居住物件等の
確保について

同社は、阪神大震災の経験から、被災地
における居住物件の確保が時間の経過に
応じて困難になることがわかっていたため、
同社の被災状況が確認できていないにも
関わらず、居住用のアパートを確保した。ま
た、同様の理由で即座に食料等支援物資を
確保した。

4．最後に

ここまで、大震災時に同社が実施したＢ
ＣＰ対応を整理するなかで、大震災を乗り
切ることが出来たポイントを洗い出してき
たが、最後に、同社のＢＣＰは今でも進化し
続けていることも指摘しておきたい。例え
ば、大震災後、対策本部向け、工場向け、営
業向けにＢＣＰ演習を立て続けに実施する
ことで、ＢＣＰの社内周知を図りブラッシュ
アップするだけでなく、サプライヤー等の取
引先向けにもＢＣＰ演習を開催し、取引先
を巻き込んだＢＣＰ構築を進めており、さら
にISO19011に基づき内部監査を実施する
など、今後も同社の動向から目を離せそう
にない。

以上
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社会福祉法人 博悠会
（特別養護老人ホーム フランセーズ悠さかえ）

はじめに

平成24年3月12日午前3時59分、未曾有
の大震災といわれた東日本大震災の翌朝、
長野県北部地震（図表１参照）により、長野
県下水内郡栄村はM6.7、震度６強の揺れ
に見舞われた。これは、東日本大震災の余
震に見舞われた経験の記録である。特別養
護老人ホーム「フランセーズ悠さかえ」（以
下、当施設）では、利用者の安全確保ととも
に、多くの地域住民が当施設に押し寄せ、
混乱の中で対応に追われた。今回のインタ

影響 状況 解除・復旧・帰宅

避難状況

避難指示
・森（中条地区）　６世帯18人
・秋山地区及び森（中条地区）を除く全村

4/6 9:00　解除
3/21 9:00　解除

・5/10　10：05　栄村青倉・森（中条地区） 17世帯44人 5/10 17:30　避難勧告に切替

避難勧告
・3/22　19：30　栄村青倉
・4/6　　 9：00　栄村森（中条地区）

11世帯26人
６世帯18人

5/10 10:05　避難勧告に切替

・5/10　17：30　栄村青倉・森（中条地区） 17世帯44人 7/11 9:00　解除

自主避難 なし 6/19 全避難者の帰宅・応急仮設
住宅入居等により、避難所閉鎖

地震情報

発生日時 平成２３年３月１２日（土）　３時５９分頃

内　　容 長野県北部地方で地震発生、震源の深さ８km　地震の規模M６．７

長 野 県 ６強：栄村、５弱：野沢温泉村、４：飯山市、木島平村、中野市、飯綱町、長野市豊野、信濃町

災害救助法適用 栄村（３月１２日）

激甚災害指定 栄村（３月１３日）

被災者生活再建支援法 栄村（３月１６日）

人的被害 死者３名（栄村：避難生活によるストレス・過労が原因として災害関連死に認定）
軽傷12名（長野市（１）、野沢温泉村（１）、栄村（10））

住家被害 全壊・半壊
一部損壊

全　壊 半　壊 一部損壊 合　計

栄村（33棟）
飯山市（１棟）

栄村（169棟） 栄村（492棟）
飯山市（14棟）
野沢温泉村（１棟）

栄村（688棟）
飯山市（15棟）
野沢温泉村（１棟）

【図表１】長野県北部地震の被害状況

ビューでは、この震災による当時の状況お
よびその後の災害対策について、当施設の
施設長はじめ当時夜勤で勤務していた職員
の皆様方にもご協力頂き、貴重な体験談に
接することができた。

長野県栄村

今回訪れた栄村は、図表2の通り、長野
県最北で新潟県との県境に位置する人口

2,233人（平成24年4月1日現在）の村で
ある。この村の特徴のひとつとして、他の
地域に比べて総人口に占める高齢者の割合
（高齢化率）が高いことがあげられる。我
が国の高齢化率平均23.3％に対し、栄村は
45.2％であり、人口の約半数が65歳以上
の高齢者である。また、日本有数の豪雪地
であり、昭和20年には観測史上最高の積
雪を記録したこともあるほど雪深く、寒さも
厳しい土地である。長野県北部地震発災時
も、まだまだ雪が残り氷点下の日もあるほ
どの寒さであった。
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影響 状況 解除・復旧・帰宅

ライフライン

停電
・3/12 3:59〜　野沢温泉村、飯山市、栄村の一部
・3/12 6:30〜　飯山市岡山地区で停電・断水 約100戸
・3/12 13:00〜17:00　計画停電 飯山市、野沢温泉村、栄村の一部 約1100戸

3/12　復旧
3/12　復旧
3/12　復旧

その他

【上水道】
・栄村　秋山地区を除く717戸(給水人口)で断水

水→給水車対応（3/12〜 ６台、3/13〜 ５台、3/28〜 ２台、4/4 １台、
4/5 終了）

・4/13　森地区で再度断水 　→給水車対応（１台）
【下水道】
・栄村　森中条農集排処理場 管渠に著しい破損 約１㎞　→4/20 仮復旧

4/15 17:00
全水道復旧

交通 道路

・（国）117号 飯山市市川橋〜新潟県境
道路陥没のため通行止 迂回路なし（3/12 5:05〜）
→ 3/24 7:00〜総重量8t超を除く車両は終日通行可

6/30　通行止解除

・（県）箕作飯山線 飯山市西大滝ｽﾉｰｼｪｯﾄ゙ 〜栄村(国)117号交点
路肩崩落のため全面通行止（3/12 3:59〜）
→ 西大滝スノーシェッド〜境川橋西 通行止解除（4/11 17:00）

H24/6/1　通行止解除

・（県）箕作飯山線 栄村 (国)117号交点〜百合居橋東
清水河原スノーシェッド崩落のため全面通行止

H24/9/28　通行止解除

・(県)秋山郷森宮野原（停）線 栄村極野〜(国)117号交点
道路陥没のため全面通行止（3/12 3:59〜）

4/11 17:00　通行止解除

その他 孤立

栄村　秋山地区 130世帯 300人 3/12　孤立解消

栄村　小滝 19戸49人、野田沢 31戸97人、大久保 23戸50人、天地 04戸12人、
原向 22戸47人、坪野 13戸29人　　　　　　　　　　　　　計112戸 284人

3/12　孤立解消

栄村　秋山地区 3/15 19:35〜 （国）405号落石のため 3/19　孤立解消（通行止解除）

■施設周辺の被害状況

＊施設裏山（土砂崩れ） ＊施設周辺の家屋(全壊)

【図表２】栄村の所在地

　出典：栄村ホームページ「村のあらまし」より抜粋

【図表１】続き

出典：長野県公式ホームページ「長野県北部の地震による県内への影響について」より抜粋
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「フランセーズ悠さかえ」

当施設は、平成18年11月、それまで入所
介護施設がなかった栄村に初めて開設さ
れた特別養護老人ホームであり、長野県内
で入所施設およびデイサービス、児童福祉
サービスなどを広く展開している「社会福
祉法人博悠会」（以下、当法人）が運営し
ている入所施設の１つである（図表3、4参
照）。当施設では、「利用者目線でケアを行
う」をモットーに全職員が、日々心のこもっ
たサービス提供に邁進している。それだけ
ではなく、利用者の方およびご家族の方々
が安心して日常生活が送れるよう各種勉強
会などを定期的に開催し、介護施設が抱え
るリスク対策について、職員の意識の統一
も行われている。

防災面の取組みにおいては、震災以前か
ら年数回の避難訓練を実施していたが、長
野県北部地震での被災を経験し多くの課題
が浮き彫りになったため、現在、この教訓を
活かしたマニュアルの作成、備蓄品の充実
等を実行に移しつつ、災害に負けない施設
運営を目指して改善を積み上げているとこ
ろである。

　

発災直後の初動対応

まだ暗い早朝（午前3時59分）、当施設
は震度6強の非常に強い揺れに見舞われ
た。当時、施設では夜勤の介護職員5名と
施設管理の職員1名が勤務しており、およそ
90人の利用者が就寝中であった。職員は
突然の揺れに驚いたものの、各居室を周り
利用者の安否確認を実施した。停電になら
なかったため、各居室の電気を付けながら
利用者個々の状況を速やかに確認すること
ができた。しかし、居室によっては箪笥の中
身が散乱し、足の踏み場も無い状況であっ
た。居室からの避難を念頭に置き、とにかく
車椅子を使用できるスペースを確保するこ
とに専念した。幸いなことに利用者が負傷
するようなことがなかったが、建物や設備
への被害がどの程度あるのか、すぐには判
らなかった。

全利用者の安否確認後、職員は余震発
生の可能性や施設の安全性を危惧し、今後
の対応についてミーティングを行った。その
結果、緊急時対応として全利用者をステー
ション前（共有スペース）へと移動させるこ
とにした。当施設では基本的に利用者一人
一人が個室で就寝しており、個室では、少
人数の介護職員で全ての利用者へ目を配る

ことが困難と判断したためである。自立歩
行できる利用者は少なく、職員は車椅子に
移乗できる利用者は車椅子に乗せ、移乗が
無理な利用者はベッドごと移動させた。さ
らに、施設の安全性が確認できなかったた
め、施設外への速やかな二次避難が行える
よう、布団や靴、貴重品なども個室から持
ち出しておいた。

職員は、一次避難までは行ったものの、
その後どのように行動すればよいのか判断
ができずとても困ったそうである。発災時
の一報以降、施設長等責任者とのコミュニ
ケーションがスムーズにいかず、職員のみの
判断で動かざるをえないこともあったそう
で、実際に対応にあたった介護職員は「今
回は火災が発生しなかったため、落ち着い
て対応することができた」、施設管理の職
員は「建物が大きく損傷することがなく、ス
プリンクラーの破損（放水）もなかったため
施設内に留まることができた」と語った。

不安で落ち着かない利用者へのケア、
レールが曲がってしまった自動ドアの修復
等に忙殺されている最中、地域の避難者
が押し寄せてきた。当施設が村の避難所
として指定されていたからである。避難者
の誘導等の新たな業務にも追われること
となった。

　

電話対応とマンパワーの確保

事務所の電話は鳴り続け、そのまま震災
当日昼過ぎまで鳴りっぱなしの状態だっ
た。電話の内容は、近隣住民から避難所
に関する問い合わせ、利用者家族からの安
否確認であった。その他に職員からの電話
も多数かかってきた。当時、職員の安否確
認方法や緊急時の参集基準が決まってい
なかったため、施設や利用者の状況が心
配になった職員や、参集すべきか否かの判
断を仰ぐ職員からの電話が多かったそう
だ。これを受け、現在は緊急時の電話連絡
は禁止とし、施設への参集基準が整備さ
れている。

その後、施設近隣に住んでいる職員が
次々に駆けつけ、利用者や避難者の対応、
鳴り止まない電話への応対などに奔走し
た。しかしながら、十分なマンパワーの確
保は難しかった。震災の影響で、施設まで
の主要道路が陥没し通行止めとなり、施設
まで辿り着けない職員や、自身が被災し、
家族と共に避難所へ避難している職員も
おり、限られた人員での対応を余儀なくさ
れた。

当法人本部との連絡については、被災直
後に本部から連絡が入り、現場の混乱が収
束した時点で当施設から報告することとし

住　　所 長野県下水内郡栄村豊栄2140

建物構造 鉄筋コンクリート二階建

利用定員 特養９０名　短期入所生活介護４名（介護予防含む）

居　　室 特養ユニット個室56室、３人部屋２室、４人部屋７室
短期入所生活介護（介護予防含む）ユニット個室４室

職 員 数 ５７名（事務職員等含む）

住　　所 長野県上高井郡小布施町大字小布施10-20

法人設立 平成９年６月２７日

事業内容

◦ 特別養護老人ホーム（特養）
◦ 短期入所生活介護サービス（ショート）
◦ 通所介護サービス（デイサービス）
◦ 訪問介護サービス（ホームヘルプ）
◦ 居宅介護支援サービス（居宅）
◦ 軽費老人ホーム（ケアハウス）
◦ 介護老人保健施設（老健）
◦ 短期入所療養介護サービス（ショートステイ）
◦ 通所リハビリテーションサービス（デイケア）
◦ 訪問リハビリステーション
◦ 児童デイサービス（児童デイ）
◦ 認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）

職 員 数 グループ全体３５０名

【図表3】特別養護老人ホーム フランセーズ悠さかえ　施設概要

【図表4】社会福祉法人 博悠会の概要
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た。その後、状況が落ち着いた段階で、当法
人本部から施設の状況確認の電話が再び入
り、翌日から当法人内他施設の介護職員が
日替わりで支援に入ることとなった。泊り込
みで支援にあたってくれた職員も何人かい
た。当法人本部から連絡が入るまで、現場
では目の前の対応に手一杯で、現場から本
部への支援を求めるまでの余裕はなかった
という。

　

サービスの継続

夜が明け、発災直後の混乱が落ち着いて
くると、次に立ちはだかった問題は利用者
への食事提供であった。当施設は食事調理
を外部業者へ委託している。よって、調理場
はあるが委託業者が出勤しなければ食事の
提供もままならない状況に陥りかねない。

当時は、委託業者の職員が発災後早い
段階で駆けつけ、非常時対応としてご飯、
汁物、缶詰を利用者に提供することができ
た。委託業者は利用者用の備蓄食糧として
缶詰を３日分用意している。但し、介護施設

であることから、通常の形態の食事が難し
い利用者がおり、職員はその対応にも困窮
した。

さらに、食事の提供で困難だったこと
は、エレベーターが使用できず、１階の調理
場から２階の居室まで１つ１つ職員が階段
で運ぶ必要に迫られたことである。停電に
はならなかった当施設であるが、度重なる
大きな余震によってエレベーターが緊急停
止してしまったのである。そのため、１日３
回、何十人もの食事の給仕のために職員は
階段を何往復もしなければならなかった。

委託業者が備蓄している食糧は、あくま
で施設の入居者・利用者に提供するための
ものであり、職員用の食糧は備蓄されてい
なかった。当時は駆け付けてくる職員に食
糧を持参するよう要請し、持ち寄った食糧
を職員同士で分け合ったという。現在は、
当法人本部の指揮の下、全施設へ職員用の
水と食糧が3日分、配布されている。

食事と共に利用者のケアに欠かせない介
護サービスとして入浴がある。入浴につい
ては、浄化槽および給湯器が破損したため
実施できず、再開されたのは発災後５日目
であった。但し、浄化槽の機能不全により
排水に制限があったため、使用する湯量に
も配慮しつつの再開であった。それまでは

被害箇所 内容

建物
◦ 増床した箇所の継目（エキスパンション）破損
◦ 天井板のずれ（一部）
◦ 居室の扉部分のゆがみによる開閉困難（一部）

上水 揺れにより貯水槽内が攪拌されたことにより汚濁

下水 ◦ 浄化槽破損
◦ 配管のずれ（地盤沈下が原因）

トイレ 配管のずれによる紙づまり（使用可能だったが、紙は流せない状態）

給湯器 ガス使用のため、安全確認ができるまで停止

エレベーター 業者による安全確認後も余震により頻繁に停止（震度４以上で自動停止）

自動ドア ゆがみによる開閉困難

暖房設備 ガス使用のため、安全確認ができるまで停止

駐車場 20〜30cm陥没および亀裂

■駐車場の被害状況

【図表5】施設の被害状況

入居者への清拭を行った。
なお、建物や施設周辺に大きな損傷はな

かったものの、配管のずれや浄化槽の再設
置、陥没やひびが入ってしまった駐車場の
修復など、完全復旧したのは６月であった。
当施設における被害状況は、図表5の通り
である。

　

避難所の状況

前述のとおり、当施設は、栄村から地域
の避難所として指定されている。取り決め
の中では、避難所運営は村役場が主導し、
当施設は避難者の収容スペースのみを提供
することになっていた。しかし、実際はそれ
だけには留まらなかった。発災直後、役場も
十分に機能できず、役場の職員も被災者で
あったことから、開設当初の避難所対応は
施設の職員が実施せざるを得ない状況で
あった。

避難者へは、利用者の居室エリアに進入
しないよう正面玄関前のスペースを提供し
た。また、多くの避難者を受入れるために、
配置されていた備品の移動や、危険箇所
（落下の危険性がある吹き抜け２階のステ
ンドグラス）への注意喚起なども行わなけ
ればならなかった。また、避難者は当施設
まで車で移動してくる人が多く、施設前の
駐車場の除雪作業も必要であった。

周辺状況がある程度落ち着き、役場機能
が回復してからは役場が主導となり避難所
運営が行われた。食事については３食お弁
当が届けられ、入浴についても３日目から
近隣の入浴場への送迎バスが運行された。
また、施設の浄化槽が破損してしまったこ
とから、避難者用として屋外に仮設トイレ
が設置された。さらに、医師と看護師も派
遣され、避難者の健康管理も行われた。

3月21日に避難指示が解除され、3月28
日に村内の上水道復旧とともに当施設内の
避難所は閉鎖となった。震災発生から10日
間で延べ400人近くの地域住民が当施設
で避難生活を送った。これほど多くの避難

社会福祉法人 博悠会第2章
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者が共同生活を行っていたが、大きな揉め
事が発生することはなかった。日頃から住
民通しの交流があったことや、リーダー的な
まとめ役の存在が円滑な避難所運営に寄与
したのではないかと推測される。

避難者受入には大変苦労したが、良い面
もあった。貯水層内の汚濁により、施設で
は飲料水の確保が困難な状況であった。し
かし、避難所に指定されていたため、物資
支援が早期に行われ、飲料水も調達するこ
とができた。

　

震災から見えた課題と
その対応

今回の震災によって見えてきた課題につ
いて、当法人本部が主導となって災害対策
の全面的見直しを行った。まず手掛けたの
が、災害対策マニュアルの策定である。職
員の安否確認や緊急時の参集基準など、共
通ルールで対応することができる項目もあ
るため、当法人として基本となる災害対策
マニュアルを策定することにしたのである。

各施設では、この基本マニュアルを基
に、施設の特性に合わせた調整や固有の取
決めが必要になる。冒頭でも紹介している
が、当法人が運営している福祉施設は特別
養護老人ホームだけでなく、デイサービスや
児童福祉施設もあり、全ての施設で同じマ
ニュアルでは対応しきれないためである。

先日、マニュアル改定後初めて、法人本
部および8施設で職員の初動対応（安否・
被害情報の収集・施設間の連携）訓練を机
上シミュレーション形式で実施した。安否
確認方法は、被災時の経験を基に、電話で
はなくメールで実施し、施設毎にとりまとめ
て当法人本部へ報告するというルールだっ
た。実践してみると、集約にとても時間が
かかり、集約にあたった職員は「平常時で
も困難なのに、緊急時にこのような煩雑な
業務はできない」と感じたとのことである。
本訓練の教訓から当法人では、災害発生

時、より迅速な初動対応により入所利用者
の安全・安心確保を目的に2013年度より
安否確認システムを導入する。このように、
マニュアル策定後に訓練を実施することで
新たな問題点が洗い出されてくるものであ
る。より実効性の高いマニュアルを策定す
るには、このような訓練と改定を繰り返すこ
ととが必要である。今後、当法人もより実効
性の高いマニュアルへの改定を進めていく
であろう。

また、施設での避難訓練についても内容
が見直されている。震災前から年２回実施
している避難訓練であるが、今年はより実
効性に配慮した内容で実施している。１回目
は地域住民の方々にも協力頂き、入所利用
者の方々を全員施設の外へ避難させるとい
う訓練を実施した。２回目は夜間の非常時
を想定し、地域の消防団の方々も参加して
の避難訓練を実施した。このように、実際
に協力を仰ぐ地域の方々を巻き込んだ訓練
にしたのである。

次に取組んだのは、備蓄品の配布であ
る。震災時、職員用の備蓄品がなく、食糧
は参集する職員が持参していた。当法人と
して、利用者を守ることはもちろん、利用
者を守る職員の労力が必要である。当法
人本部の動きは早く、職員用の備蓄キット
を全施設の職員全員へ一斉に配備したの
である。

備蓄キットには３日分の食糧と飲料水が
含まれている。よって定期的なメンテナンス
が必要となる。通常、配布して完了した気に
なってしまいがちであるが、当法人本部は各
施設に配備した備蓄品をリスト化しており、
組織として今後のメンテナンスも実施してい
く体制を既に整えている。

今回のインタビューで職員の方から「マ
ニュアルの周知徹底も必要」との声があっ
た。職員によっては、災害時のマニュアルが
あることも知らないのではないかという。
今回の震災時は、判断を仰ぐべき責任者へ
の連絡が平常時のように円滑にできず、現
場職員だけで対応を検討・判断しなければ
ならないこともあった。法人・施設としての
対応方針が盛り込まれたマニュアルがあれ
ば、職員も迅速に判断や行動が取れるよう

■避難所の様子

＊震災直後 ＊避難者が増加 ＊避難所での就寝の様子

になる。よって、全職員にマニュアルの存在
および内容の周知を行うことは確かに重要
な課題といえるであろう。

最後に、避難所運営について村との事前
協議も必要である。発災直後から避難者が
押し寄せてくることが今回の震災で明らか
になった。発災当初から避難所運営につい
ては、行政主導で対応してもらえるよう事
前に協議し、取り決めを行っておくことも必
要であろう。

おわりに

長野県北部地震は東日本大震災と比較
すると、あまり知られておらず認識が薄い
と思われる。しかしながら、栄村では甚大
な被害が発生しており、現在（平成24年12
月）も仮設住宅に入居している方々がいる。
インタビューに訪れた際も、未だに復旧し
ていない道路やトンネルが多数見受けられ
た。東日本大震災と共に、長野県北部地震
についても忘れてはいけない大規模災害と
いえるのではないだろうか。

以上

社会福祉法人 博悠会第2章
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＜調査の概要＞

第６回  事業継続マネジメントに関する
日本企業の実態調査報告第3 章第3 章

１．調査概要

（１）調査方法	 質問紙郵送法
（２）調査対象企業	 日本国内全上場企業3,205	社
（３）回答数	 443	社
（４）回答率	 13.8	%
（５）調査期間	 2012	年11	月～12	月

２．調査者

（１）調査責任者
株式会社インターリスク総研
コンサルティング第二部		BCM	第一グループ
マネジャー・上席コンサルタント	 金子　美和子

（２）調査担当者
株式会社インターリスク総研
コンサルティング第二部		BCM	第一グループ
マネジャー・上席コンサルタント	 篠原　雅道
研究開発部		事業開発チーム長	 上野　弘一
研究開発部		事業開発チーム上席コンサルタント	 川西　和浩

（３）調査委託先株式会社日経リサーチ

３．調査項目

　今回調査は2005年、2007年、2008年、2010年（以下、「前々回調査」）、2011年（以下、「前回調査」）に続き、6回目の調査となる。今回調査
も、基本的には前回の調査項目を踏襲したが、東日本大震災以降の企業の取組み状況の変化等を踏まえて、設問内容を見直し、一部新たな設問
の追加及び削除を行った。主な追加項目は以下の通り。

【サプライチェーン全体での取組み強化の動きを踏まえた設問】
・取引先のBCP	の有効性の確認方法（問18-1）
・BCP	訓練の実施内容（問21-2）
・取引先を含めた複数企業での訓練実施の有無（問21-3）
・複数企業訓練を実施しない理由（問21-3-1）

【東日本大震災を踏まえて】
・東日本大震災以降、取組みを強化した項目（問27）

【取組み状況の背景を確認する設問】
・目標復旧時間を定めた理由（問2-2）
・BCP	を策定していない理由（問7-1）

4．分析

（１）単純集計
（２）クロス集計
クロス集計を行ったものについては、対象とした設問と分析結果を示した。
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＜調査結果の概要＞

Ⅰ．事業中断リスクについて
過去影響を受けた事象・関心のある事象【問１】
・東日本大震災の影響により、『過去、事業継続上において影響を受けた事象』として、「地震・台風などの自然災害」が10.5%増、「サプライ
チェーンのトラブル・崩壊」が4.8%増となった。【問１-1】
・『事業継続上、関心のある事象』としても、同様に「地震・台風などの自然災害」（6.1%増）、「サプライチェーンのトラブル・崩壊」（2.3%増）につ
いては増加傾向となった。他方、例年最も関心の高かった「コンピュータ・IT関連のトラブル」が2年連続で減少傾向となり、「地震・台風などの
自然災害」が、事業継続上、最も関心のある事象となった。また、「企業イメージ・ブランドへのダメージ」、「新型インフルエンザなどの感染症」
は、前回調査では微減傾向にあったが、今回の調査では、それぞれ5.3%増、4.6%増となった。これらの結果から、東日本大震災直後の2011
年には面前の地震対策に関心が集中したが、2012年度になって、各社とも長期的な視点での事業継続対策の検討や他のリスクへの展開を
図っていることが窺われる。【問１-2】

許容停止時間と目標復旧時間と目標復旧時間設定の理由【問２】
・全体として事業の許容停止時間、目標復旧時間とも、短く設定する企業が減る傾向にある。
・許容停止時間については、前回調査では「１～２日未満」と答えた企業が最も多かったが、今回調査では「3日～1週間」と答える企業が最も多
くなった。【問２】
・目標復旧時間についても、前回調査では「８時間～１日未満」と回答した企業が最も多かったが、今回調査では「１～2日未満」とする企業が
最も多く、全体の約2割を占めた。【問２-１】

目標復旧時間設定の理由【問2-2・新設】
・目標復旧時間の設定の理由としては、「社会的使命」や「企業倒産の危機」を勘案して設定する企業もそれぞれ2割程度あったが、「取引先の
事業中断への影響」を挙げる企業が最も多く約45%を占め、次いで「マーケットシェアへの影響」を挙げる企業が約3割であった。このことか
ら、一般的には、取引先との信頼関係やマーケットでのレピュテーションの維持を可能にするレベルで目標復旧時間が設定されていることが
窺われる。

社会インフラの許容停止時間と通信手段【問５・問６】
・社会インフラの許容停止時間は、8	時間未満とする割合がやや減少傾向であるものの、全体の依存度は、ほぼ前回調査と同様の傾向にある。
・「電話（通信機器）」という社会インフラの代替手段となる「衛星電話」、「ＭＣＡ無線機」について、準備済み・準備予定・準備を検討中の合計
の割合が、前回調査に比べて約1割程度（それぞれ8.7%増、9.0%増）増加し、衛星電話については約半数（48.5%）が準備済みもしくは準備
を検討していることがわかった。

Ⅱ．ＢＣＰ（事業継続計画）の策定について
ＢＣＰ策定状況【問７】
・ＢＣＰを策定している企業の割合が前回調査に比べて大幅に増加し(前回調査比14.4%増)、約半数の44.7%の企業でＢＣＰ策定済みと
なった。
・ＢＣＰを「策定している」、「現在、策定中である」、「策定の計画がある」企業の合計割合は80.8%となり、上場企業の間では、8割以上の企業
がＢＣＰへの取組みを行っている、もしくは検討しているという結果になった。
・これを従業員規模別でみると、1万人以上を雇用している大企業では、97.8％とほぼ全ての企業がＢＣＰを策定済みもしくは取組みを予定し
ているのに対し、従業員規模100人未満の企業では、まだ半数以上の56.7%で取組みを開始する予定がなく、企業規模による差異が顕著と
なっている。

ＢＣＰを策定していない理由【問7-1・新設】
・ＢＣＰを策定していない理由としては、「事業活動の中断が重大レベルに達したことがない」が最も多く、組織存亡の危機に実際に直面しない
ことには、本格的な対応に着手しづらいことが窺われる。
・次いで「専門知識の不足」が、第2位の理由となった。上述のとおり、策定が進まない企業の多くが小規模であることを勘案すると、今後、我が国
において一層のＢＣＰ構築を推進するにあたっては、小規模企業に対し専門知識を提供できる社会的な仕組みづくりが欠かせないと言えよう。
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ＢＣＰ・ＢＣＭに関する訓練や教育【問21～25】

・ＢＣＰに関する訓練を「定期的に実施している」企業の割合は52.1%と前回調査に比べ大幅に増加し（21.2増）、半数以上の企業で定期的な
訓練を実施していることがわかった。【問21】
・ＢＣＰに関する訓練の対象は、「全社ベースでの実施」が最も多いが（54.5%）、グループ企業連携、取引先連携、地域内・建物内連携など、複
数企業による訓練を実施している企業も16.2%あることがわかった。特に、輸送機器製造業、倉庫・運輸業、小売業などが活発にグループ企
業内連携訓練を実施している(各々20%以上)傾向にある。【問21-1】
・訓練の実施内容としては、「安否確認訓練」（70.3%）、「避難訓練」（54.9%）が多い結果となったが、約3分の１（32.5%）の企業で「簡易シナ
リオによる読み合わせ訓練」が実施されており、今後の訓練の幅の広がりが期待される。【問21-2】
・取引先を含めた複数企業訓練を実施している企業はまだ多くはない（8.1%）が、必要性を感じない企業は（14.1%）に過ぎない。取組みが進
んでいない主な要因は「取引先とＢＣＰに関する情報交換をまだ実施していない」ことである。今後は、サプライチェーン全体での連携訓練等
も増加していくことが予想される。【問21-3】
・社内教育の実施については、前回調査に比べ、「行われていない」と回答した企業は約1割(9.8%)減少したが、それでも、まだ半数以上の企業
が社内教育を実施していない。ＢＣＰは従業員に周知・啓発できて初めて効果を発揮するものであり、今後、社内教育が強化されていくことを
期待したい。【問22】

ＢＣＰに取組む契機【問８】

・ＢＣＰに取組む契機としては、これまで「コーポレートガバナンス・ＣＳＲの一環」が全体でも、製造業・非製造業別の比較でも第1位となってき
たが、今回調査では「顧客への供給責任を果たすため」とする企業が大幅に増えた（16.1%増）。特に製造業では、この項目が19.1%増で、Ｂ
ＣＰに取組む契機となった要因の第1位となった他、「既存顧客からの要請」も21.5%増となった。2011年の東日本大震災から約2年が経過
し、2012年には取引先からのＢＣＰ策定要請が強まったことが窺える。

代替拠点の検討【問11・問12】

・代替拠点での業務遂行を想定している企業は前回調査では、50.3%であったが今回調査では64.2%となり、代替拠点での業務遂行態勢を
構築する企業が約15%増加している。また、前回調査では、非製造業の方が製造業に比べて、代替拠点の検討が遅れている傾向にあったが、
今回調査ではいずれも6	割以上の企業で代替拠点での業務遂行を想定した検討が進んでいることがわかった。
・情報システムに関しても、拠点分散を検討する企業が増加している（8.4%増）。また、クラウドコンピューティングの浸透により、外部データセ
ンターの活用も進み（11.7%増）、約半数の46.4%の企業が外部データセンターを活用している実態が明らかとなった。

取引先へのＢＣＰ策定要請【問16・問17】

・「取引先がＢＣＰを策定していることは必要である」と認識している企業が大幅に増加し（17.9%増）、9	割を超える結果となった。
・また、「取引先からＢＣＰを持つことを要請されている」企業も16%増加し、3分の1を超える36%となった。【問17-2】

Ⅲ．事業継続マネジメント（ＢＣＭ）について
ＢＣＭに対する予算措置状況【問20】

・ＢＣＰに対する「予算措置はしていない」企業は依然として多いが、前回調査に比べ、7.1%減少した。【問20】

取引先のＢＣＰの有効性確認【問18・選択肢の見直し】

・回答企業のうち取引先のＢＣＰの有効性を確認している企業の割合は2割に満たないが、前回調査に比べると、約1割（9.8%）増加した。
・有効性の確認手法としては、「取引先へのインタビュー」(40.6%)が最も多く、次いで「アンケートの実施」(35.9%)となった。更に、「ＢＣＰに関
する監査」を実施している企業も15.6%ある。また、「ＢＣＰ策定のためのワークショップの開催やコンサルティングの提供」などを実施してい
る企業も14.1%あり、サプライチェーン全体で協力し合ってＢＣＰ策定を強化していく傾向もみられるようになった。
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第３章　第６回　事業継続マネジメントに関する日本企業の実態調査報告

ＢＣＰの定期的な見直し【問23・問24】

・「ＢＣＭ担当部門による定期的な見直し」態勢を構築した企業は、6.8%増えて約4分の１（24.2%）となった。また、「経営層による定期的な見
直し」の仕組みを構築した企業も1割を超えた（11.5%）。他方で、「定期的に見直す仕組みはない」とする企業の割合は、前回よりは7.6%減
少したものの依然として最も多く、半数以上（54.2%）の企業で、定期的な見直しは行われていないという結果となった。【問23】
・「自社のＢＣＭの有効性を判断する指標」についても、「ない」とする企業が約8割（79.2%）を占め、有効性評価の指標がないことも定期的な
見直しが進まない要因の1つとなっているものと思われる。【問24】

Ⅳ．現在の事業継続の取組み内容について
東日本大震災及びタイ洪水によるＢＣＰ取組みへの影響【問26】

・東日本大震災やタイ洪水などにより、「経営層への理解が深まった」とする企業は、前回調査よりも更に8.9%増えて半数以上（50.8%）に達
し、ＢＣＰが経営の関心事項となっている状況が窺える。特に製造業においてその傾向が顕著であり、12.2%の増加となった。また製造業に
おいては、「事業継続への取組みが加速」する傾向も強まっている（4.1%増）

東日本大震災以降の強化項目【問27・新設】

・東日本大震災以降強化した項目としては、「安否確認の仕組み」（63.4%）、「帰宅指示・帰宅困難者の対応」（57.3%）、「従業員の意識向上」
（42.9%）と、従業員を守るための取組みが特に加速していることがわかる。次いで「コミュニケーション手段の複数化」（39.5%）や「建物・設
備の耐震強化」（33.2%）などのハード面の対策が強化されている。
・他方、4	分の1以上の企業で、「事業継続体制面の強化」や「ＢＣＰの訓練」なども強化されており、今後、より本質的なＢＣＰの取組みが加速
することが期待される。

今後の課題【問28】

・今後の課題として挙げられた上位３つは、前回調査と同様、「事業継続能力を継続的に向上させる仕組み作り」(57.6%)、「組織内へのＢＣＰ
取組みの浸透」(49.0%)、「組織力／危機管理対応力の向上」(39.7%)となった。特に上位2項目はそれぞれ7.6%増、8.7%増となった。ＢＣＰ
を完成した企業が増え、次のステップとして、構築したＢＣＰの周知や継続的な取組み体制の構築を検討する企業が増加していることがわか
る。【問28】

第三者認証取得についての意向【問29】

・2012年5月にISO22301が発行されたことを受けて、認証取得に前向きな企業（認証取得済み、検討中、必要に応じて検討）の割合
(17.6%)が増加した（前回調査より4.6%増）。今後、認証を取得する、あるいは取得を検討する企業が増加していくことが予想される。

Ⅴ．海外事業所／現地法人への展開について
海外事業所／現地法人におけるＢＣＰ策定【問32・問33】

・海外事業所／現地法人におけるＢＣＰの策定が「必要である」と回答した企業は71.3%と高く、前回調査よりも4.2%の増加となった。特に製
造業では、78.8%と約8割の企業が必要性を感じている結果となった。【問32-2】
・他方で、海外事業所／現地法人では、いずれの地域においても、未策定の割合が77%を超える結果となった。策定している場合、その策定方
法は、全体としてみれば「日本国内事業所で作成のＢＣＰを参考に作成」が最も多く、次いで「海外事業所／現地法人にて独自に作成」の順と
なった。但し、前回調査と比べると、中国を除くアジア地域、北米、中南米、欧州で、「日本国内事業所で作成のＢＣＰを参考に作成」が減少し、
「海外事業所/現地法人にて独自に作成」の方法をとる企業が増加する傾向となった。日本国内とは異なったリスクが存在する海外でのＢＣＰ
策定にあたって、各地の事情を勘案した取組みが進む傾向にあることが窺われる。【問33-2】
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＜調査結果詳細＞

4.3%

7.0%

12.6%

21.0%

12.2%

5.6%

5.6%

2.7%

10.8%

4.1%

3.2%

1.8%

4.1%

5.0%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

20億円未満

20億円～50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～500億円未満

500億円～700億円未満

700億円～900億円未満

900億円～1,000億円未満

1,000億円～2,000億円未満

2,000億円～3,000億円未満

3,000億円～4,000億円未満

4,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上

無回答

Ｆ．属性

貴社の所属する業種は以下のどれですか。主たるもの１つに○をつけてください。F1

貴社の昨年度の売上高は連結決算ベースでどれくらいですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。F2
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0.0%

5.9%
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2.0%

2.7%
3.4%

2.7%
2.5%

4.5%
4.7%

6.8%
11.1%

4.1%
4.3%

2.9%
0.9%

0.2%

0.5%
0.2%

6.5%
0.0%

0.2%
6.1%

0.0%

1.6%

5.4%
1.1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

農林水産業
鉱業
建設業

食料品製造業
繊維製品製造業

パルプ・紙製造業
化学工業

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
小売業
商社
不動産
銀行業
証券業

生保・損保
その他金融業

レジャー
広告・出版業
情報・通信

報道（放送・新聞）
電力・ガス・水道
その他サービス業

無回答

13.3%

※以下数値について、四捨五入の関係で合計値が100% になっていない場合があります。
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貴社の従業員数は何人ですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。F3

6.8%

17.4%

14.7%

7.4%

7.7%

21.2%

8.1%

3.6%

2.7%

10.4%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

100人未満

100人～299人

300人～499人

500人～699人

700人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～4,999人

5,000人～6,999人

7,000人～9,999人

1万人以上

無回答

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.2%

0.2%

0.0%

0.2%

1.1%

7.2%

48.8%

4.5%

25.5%

1.8%

9.3%

0.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

製造／工場部門

建築・設備管理部門

購買関連部署

コールセンター・お客様相談窓口など

セキュリティ（保安・防犯）部門

情報システム部門

営業・販売部門

マーケティング部門

人事／労務部門

経理・財務部門

総務・庶務部門

広報部門

経営企画・社長室部門

ＢＣＭ専門部門

その他

無回答

あなたの所属部門はどちらですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。F4
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過去に貴社が大きな影響を受けた事象に○をつけてください（複数回答可）。問1-1

20.2%

54.9%

9.8%

11.3%

5.0%

3.6%

32.4%
24.4%

1.0%
8.3%

2.6%

2.6%

3.1%

0.5%

2.6%

7.3%

17.6%

7.3%

9.3%

11.9%

2.6%

2.1%

4.7%

5.4%

0.9%

1.4%

0.9%

0.0%

3.2%

2.7%

0.5%

2.3%
49.5%

6.8%

0.9%

13.1%

3.2%

16.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

製造業

非製造業

製造業と非製造業別の分析

コンピュータなどＩＴ関連のトラブル

電話、インターネット等の通信トラブル

コンピュータウイルスの感染

ライフライン（電力、水道、ガス等）の途絶

技術開発の失敗

サプライチェーンのトラブル・崩壊

地震・台風などの自然災害

社内での人身事故

企業イメージ・ブランドへのダメージ

労働争議

事業拠点の喪失

火災

軍事衝突

環境リスク

消費者の健康・生命を害したこと

テロ(過激行動によるもの)

新型インフルエンザなどの感染症

その他

無回答

　前回調査に引き続き、「地震・台風などの
自然災害」と回答した企業が最も高い割合と
なった。また、調査開始より初めて50%を超
えた(前年より10.5%増加)。東日本大震災が
影響しているものと推察される。続いて「ライ
フラインの途絶」、「コンピュータなどIT関連の

トラブル」の順であるが、第４位の「サンプライ
チェーンのトラブル・崩壊」の増加割合が顕著
であった（4.8%増加）。
　製造業の特徴として、「サプライチェーンの
トラブル・崩壊」（第２位、7.3%増加）と「火災」
がそれぞれ非製造業の約３倍を占めているこ

とが挙げられる。非製造業では、「コンピュー
タ・ＩＴ関連のトラブル」が第２位、「電話、イ
ンターネットなどの通信トラブル」が第４位と
なっており、業務遂行においてＩＴシステムや
通信への依存度が大きいことが窺える。

Ⅰ．事業中断リスクについて

10.6%

51.5%

2.1%

3.8%

29.1%

6.8%

2.0%

6.5%
3.6%

1.1%

1.6%

13.3%

5.4%

14.4%

12.9%

0.2%

1.6%

2.3%

1.8%

4.7%

3.9%

3.5%

37.7%

3.0%

4.9%

0.7%

1.6%

1.6%

0.2%

7.2%

5.6%

4.4%
41.0%

8.1%

12.7%

6.3%

10.9%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

コンピュータなどＩＴ関連のトラブル

電話、インターネット等の通信トラブル

コンピュータウイルスの感染

ライフライン（電力、水道、ガス等）の途絶

技術開発の失敗

サプライチェーンのトラブル・崩壊

地震・台風などの自然災害

社内での人身事故

企業イメージ・ブランドへのダメージ

労働争議

事業拠点の喪失

火災

軍事衝突

環境リスク

消費者の健康・生命を害したこと

テロ（過激行動によるもの）

新型インフルエンザなどの感染症

その他

無回答

2012年度

2011年度
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第３章　第６回　事業継続マネジメントに関する日本企業の実態調査報告

事業継続上、関心のある事象に○をつけてください（複数回答可）。問1-２

　関心が高い事象の上位２項目は前回調査
と同様であったが、数字の増減を見てみると
「地震・台風などの自然災害」は6.1%増加し
たのに対し、「コンピュータなどＩＴ関連のトラ
ブル」は2.3%減少した。第３位以降は「ライフ

ラインの途絶」、「電話、インターネット等の通
信トラブル」となり、東日本大震災が影響して
いると考えられる。
　業種別にみると、製造業・非製造業共に、
「地震・台風などの自然災害」の割合が最も

高かった。非製造業では僅差（1.4%の差）で
「コンピュータなどＩＴ関連のトラブル」が次
に高い割合であった。＞下表参照

45.1%
9.3%

5.0%

19.0%

1.6%

12.9%
18.1%

27.3%

10.4%
36.6%

18.5%
69.5%

29.6%
5.9%

48.8%

44.7%
62.5%

40.0%

13.4%

7.4%
1.2%

40.5%

6.9%

16.7%

2.8%
25.9%

17.4%
8.1%

31.3%

14.1%
63.4%

27.3%

7.4%
51.6%

34.3%

47.7%
64.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2012年度

2011年度

コンピュータなどＩＴ関連のトラブル

電話、インターネット等の通信トラブル

コンピュータウイルスの感染

ライフライン（電力、水道、ガス等）の途絶

技術開発の失敗

サプライチェーンのトラブル・崩壊

地震・台風などの自然災害

社内での人身事故

企業イメージ・ブランドへのダメージ

労働争議

事業拠点の喪失

火災

軍事衝突

環境リスク

消費者の健康・生命を害したこと

テロ（過激行動によるもの）

新型インフルエンザなどの感染症

その他

無回答 5.9%

54.4%

8.3%

41.5%

72.0%

13.5%

21.8%

34.7%

27.5%

66.2%

52.7%
46.4%

39.6%

5.7%

19.7%

59.6%

35.8%

33.7%

11.4%

10.4%
44.0%

1.6%

4.5%

47.3%

44.6%
4.1%

20.7%

67.6%

18.0%

8.6%

17.1%

21.2%

4.5%

9.0%

13.5%

9.0%

1.8%
6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

製造業

非製造業

コンピュータなどＩＴ関連のトラブル
電話、インターネット等の通信トラブル

コンピュータウイルスの感染
ライフライン（電力、水道、ガス等）の途絶

技術開発の失敗
サプライチェーンのトラブル・崩壊

地震・台風などの自然災害
社内での人身事故

企業イメージ・ブランドへのダメージ
労働争議

事業拠点の喪失
火災

軍事衝突
環境リスク

消費者の健康・生命を害したこと
テロ(過激行動によるもの)

新型インフルエンザなどの感染症
その他
無回答

製造業と非製造業別の分析

35.2%
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基幹業務★が停止した場合に許容できる停止時間はどれくらいですか。１つに○をつけてください。問2

　許容停止時間を１日未満（「２時間未満」、
「２～８時間未満」、「８～24	時間（１日）未
満」の合計）と回答した企業は約30％で、前
回調査より5％程度減少した。
　製造業と非製造業で比べると、許容停止時
間は、非製造業の方が短い。3日未満しか基幹
業務の停止を許容できないと回答した企業の
割合は、製造業では52.4％であるのに対し、非
製造業では72.9％であった。＞下表参照

この点については、以下のような要因が考え
られる。
・非製造業の中でも、銀行業、情報・通信と
いったサービス業では、業務の停止は直ち
に顧客へ影響を及ぼすことになる。

・工場が損害を受けた場合、短時間に復旧し
事業を継続・再開することが現実的には難
しいという認識が広まっている。
　また、業種別に見ると、銀行業では92.3%

が１日未満と回答していることが特徴的で
ある。「２時間未満」と回答した企業の割合
が高いのは、情報・通信（20.7%）倉庫・運
輸業（19.0%）、銀行業（15.4％）、小売業
（14.3%）などであった。

5.2%

11.4%

14.5%

28.0%

9.8%

6.2%

3.6%

11.7%

12.6%

16.2%

17.6%

3.2%

1.8%

2.1%

19.2%
18.9%

13.5%

4.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

製造業と非製造業別の分析

２時間未満

２～８時間未満

８～24時間（１日）未満

１～２日未満

２～３日未満

３日～１週間未満

１週間以上

その他

無回答

製造業

非製造業

★基幹業務：
「企業存続にとって最も重要な業務。
例えば、その業務が停止すると、財務
上致命的な影響を与えたり、ブランド
イメージや顧客／社会との関係悪化
を生じさせたりする業務」とアンケート
調査票の中で説明。

２時間未満
7.2%

３日～１週間未満
21.9%

８～２４時間（１日）未満
14.4%

２～8時間未満
9.0%

1～2日未満
19.0%2～3日未満

14.4%

１週間以上
6.8%

その他
4.3%

無回答
2.9%
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　目標としたい復旧時間を１日未満（「２時間
未満」、「２～８時間未満」、「８～24	時間（1	
日）未満」の合計）と回答した企業の割合は
44.5%と半数に届かなかった。「2	時間未満」
と回答した企業の割合が高いのは、倉庫・運

輸業（33.3%）、情報・通信（27.6%）、不動産
業（21.1%）、銀行業（15.4%）などである。
　製造業と非製造業を比べると、許容停止時
間と同様、目標復旧時間も非製造業の方が短
い。1日未満の復旧時間を目標とする企業の

割合は、非製造業において56.8％と全体の半
数以上であるのに対し、製造業では28.0％と
非製造業の半数程度であった。＞下表参照

上記、許容できる停止時間に対し、目標としたい復旧時間はどれくらいですか。１つに○をつけてください。問2-1

２～8時間未満
11.7%

２時間未満
13.8%

８～２４時間（１日）未満
19.0%

2～3日未満
15.8%

1～2日未満
20.1%

３日～１週間未満
10.2%

１週間以上
2.0%

その他
4.5%

無回答
2.9%

7.3%

6.2%

14.5%

24.4%

17.6%

16.6%

3.6%

7.3%

2.6%

19.8%

16.7%

20.3%

17.1%

14.4%

5.9%

0.5%

2.7%

2.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

製造業と非製造業別の分析

２時間未満

２～８時間未満

８～24時間（１日）未満

１～２日未満

２～３日未満

３日～１週間未満

１週間以上

その他

無回答

製造業

非製造業
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44.9%

21.2%

8.6%

29.1%

5.0%

4.5%

5.2%

20.1%

18.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その期間で復旧できない場合、
財務上、経営が厳しくなるため

その期間で復旧できない場合、
人々の生活に大きな支障がでるため

その期間で復旧できない場合、
取引先の事業中断を引き起こすため

その期間で復旧できない場合、
取引先の経営に大きな影響を及ぼすため

その期間で復旧できない場合、
従業員の生活に大きな影響を及ぼすため

その期間で復旧できない場合、その後の
マーケットシェアに影響を及ぼす事が懸念されるため

その期間で復旧するように
取引先からの要請があったため

その他

無回答

　本設問は今回の調査で新設した。
　目標復旧時間を定めた理由を、「取引先の
事業中断を引き起こすため」と回答した企業
が半数に迫る割合（44.9%）で、他の選択項
目を大きく上回った。「取引先の経営に大きな
影響を及ぼすため」（21.2%）の割合も比較的

高く、これらを併せて考えると、取引先との関
係を重視して目標復旧時間を設定している実
態が窺われる。次に、顧客との関係を重視する
「その後のマーケットシェアに影響を及ぼす
事が懸念される」（29.1%）を理由として挙げ
た企業も多い。一方、自社の事情に関係する

選択項目である「財務上、経営が厳しくなる
ため」（18.7%）、「従業員の生活に大きな影
響を及ぼすため」（8.6%）の割合は比較的低
かった。

（問2-１の）目標復旧時間を定めた理由は何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。
【新設】

問2-2
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基幹業務継続のためのＩＴへの依存度はどの程度と考えられておられますか。１つに○をつけてください。問3

　ＩＴへの依存度が8割以上と回答した企業
の割合が特に高かった業種は、パルプ・紙製
造業（100%）、電力・ガス・水道（100%）、

銀行業（77.7％）、情報・通信（72.3％）など
である。
　製造業と非製造業で比較すると、ＩＴへの

依存度を8割以上と回答した企業の割合は、
非製造業においては43.3％であつたのに対し
て、製造業においては34.8％であった。

【10%】
2.3%

【90%】
10.6%

【50%】
17.6%

【20%】
6.1%

【60%】
4.7%

【80%】
17.2%

【100%】
9.7%

【無回答】
3.4%

0.0%

1.6%

6.7%

11.9%

5.7%

19.2%

3.6%

14.0%

17.1%

10.4%

7.3%

2.6%

0.0%

3.2%

5.0%

7.7%

3.6%

16.2%

4.5%

14.0%

18.0%

12.2%

13.1%

2.7%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

製造業
非製造業

製造業と非製造業別の分析

【0%】

【10%】

【20%】

【30%】

【40%】

【50%】

【60%】

【70%】

【80%】

【90%】

【100%】

無回答

【30%】
9.9% 【40%】

4.7%

【70%】
13.8%
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基幹業務継続におけるＩＴへの依存度は大きくなっていると思いますか。１つに○をつけてください。問4

小さくなっている
0.0%

無回答
2.9%

大きくなっている
74.0%

変わっていない
23.0%

基幹業務継続のために、下記インフラに対して許容できる停止時間は、それぞれどのぐらいですか。各イン
フラに対して１つずつ○を付けてください。

問5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答

電力

電話

インターネットなど情報通信

社内情報ネットワーク

ガス

水道

２時間未満 ２～８時間未満 ８～24時間（１日）未満 １～２日未満 ２～３日未満 ３日～１週間未満 １週間以上

28.4% 19.2% 21.9% 13.5% 8.8%

0.7%

3.2%4.3%

22.6% 19.6% 23.7% 16.3% 8.8% 3.6%3.2%

2.3%

22.3% 21.9% 24.2% 16.9% 5.4% 3.2%4.7%

1.4%

16.7% 24.6% 23.3% 17.4% 7.9% 3.2%5.0%

2.0%

7.7% 9.9% 17.6% 13.8% 10.8% 5.4%11.5% 23.3%

11.7% 13.1% 22.3% 18.1% 14.2% 3.6%8.6% 8.4%

　ＩＴ依存度が「大きくなっている」と回答し
た企業の割合は74.0％であり、前回調査時の
74.5％と比較するとわずかに減少している。

また、調査開始以来、最も低い割合となった。
　業種別に見ると、ＩＴ依存度が「大きくなって
いる」との回答が全業種平均値（74.0%）を上

回った業種としては、製造業では、輸送用機器
製造業、化学工業、食料品製造業など、非製造
業では、小売業、卸売業、建設業などである。

　前回調査と比べて、各インフラの許容停止
時間を1日未満（「２時間未満」、「２～８時間
未満」、「24時間未満」の合計）と回答した企
業の割合はわずかに減少している（0.6%～
5.6%）。「電力」、「電話」、「インターネットな
ど情報通信」、「社内情報ネットワーク」につい
て、許容できる停止時間を１日未満と回答し
た企業は、６0％台である。特に、「電力」、「電

話」、「インターネットなど情報通信」について
は、「２時間未満」と回答した企業の割合が高い
（いずれも20%超）。
　製造業と非製造業とで比べると、「電力」
については、非製造業では「2時間未満」と回
答した企業の割合が34.2％であるのに対し
て、製造業では22.8％である。非製造業の中
で、「2時間未満」と回答した企業の割合が高

い業種としては、商社（44.4%）、情報・通信
（41.4％）、小売業（38.8％）、が挙げられる。
製造業では、繊維製品製造業が54.5%と比
較的高い割合であった。
　電力はＩＴには欠かせない社会インフラで
あるため、ＩＴ依存度が高い非製造業は、電力
の許容停止時間を可能な限り短くしたいと考
えていると推察される。
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22.8%

23.8%

16.6%

10.4%

5.7%

1.6%

3.1%

34.2%

21.6%

19.8%

10.8%

7.7%

3.6%

0.0%

2.3%

16.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

（電力）製造業と非製造業別の分析

製造業

非製造業

２時間未満

２～８時間未満

８～24時間（１日）未満

１～２日未満

２～３日未満

３日～１週間未満

１週間以上

無回答

　事業中断に備えて準備している通信手段と
して、最も多かったのは「携帯電話」（87.4％）
であり、次いで、「固定電話」（76.3％）を準備
する企業が多い。
「衛星電話」、「ＭＣＡ無線機」については、前
回調査より「準備も検討も進んでいない」と回

答した企業の割合（各々45.8％、63.9％）が
わずかに減少（3%程度）しているが、決してこ
れらの準備や検討が進展したとは言いがたい
状況である。
　ただし、連結売上規模別に見てみると、売上
高5,000億円を境に「衛星電話を準備してい

る」企業の割合は急激に増加し、5,000億円
以上１兆円未満では83.3%、1兆円以上では
95.5%であった。
その他に準備しているものとしては、「ＰＨＳ」
を挙げた企業が最も多かった。

災害等による事業中断に備え、通信手段としてどのような機器を準備していますか。準備していない場合で
も、導入を検討していますか。各機器に対して１つずつ○をつけてください。

問6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答

携帯電話

固定電話

衛星電話

ＭＣＡ無線機

その他

準備している 準備していないが今後準備予定である 準備を検討中である 準備も検討もしていない

87.4% 5.6%2.7%

1.4%2.9%

76.3% 12.6% 5.0%

1.4%
4.7%

30.9% 45.8% 5.6%

3.4%
14.2%

11.1% 63.9% 11.3%

2.0%
11.7%

7.2% 83.7%
0.9%

7.9%
0.2%
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Ⅱ．BCP（事業継続計画）の策定について

　「BCPを策定している」と回答した企業
の割合は前回調査より更に増加している
（44.7%）。そして、「現在、策定中である」
（24.8%）、「策定の計画がある」（11.3%）、
と回答した企業（以下、「ＢＣＰ策定に取組ん
でいる企業」）を加えると80.8%となり、調査
開始より、初めて80％を超えた。
　業種別では、「ＢＣＰ策定済みの企業」は非

製造業の方が、「ＢＣＰ策定に取組んでいる企
業」は製造業の方が各々割合が高い。＞下表
参照
　製造業全体では、「ＢＣＰ策定に取組んでい
る企業」の割合は85.5％と、前回調査よりも
増加が顕著である（前回調査では68.8%）。
　特にＢＣＰ策定が進んでいる業種は輸送用
機器製造業（100%）、化学工業（95.8%）、食

料検品製造業（92.3％）などでいずれも90%
を超えている。
　非製造業全体では、「BCP策定に取組んで
いる企業」の割合は77.0％である。特にＢＣ
Ｐ策定が進行している業界としては、金融業
界（銀行業、証券業、生保・損保）があげられ、
同業界では全企業が「ＢＣＰを策定している」
と回答している。

貴社ではＢＣＰを策定していますか。１つに○をつけてください。問7

事業継続計画（BCP：Business	Continuity	Plan）	とは、組織に事業中断(（混乱）が発生したときに、事前に決められたレベルに活動を復旧又は維
持する方法の詳細を規定した計画。

44.7% 24.8% 11.3% 18.7%

31.3%

0.5%

0.2%

策定の計画がある 策定していない 無回答

（※）2010年度以前については、「現在、策定中である」･「策定の計画がある」の項目は統合されていた。

2008年度

2010年度

2011年度

2012年度

策定している 現在、策定中である

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現在、策定中である／
策定の計画がある※

現在、策定中である／
策定の計画がある※

11.7%

0.5%

29.4% 58.4%

29.5%

1.0%

28.8% 40.7%

30.3% 23.1% 15.0%

　連結従業員規模別では従業員数が多い企業ほど、連結売上規模別では売上高が高い企業ほど、ＢＣＰ策定に取組む企業の割合が高い傾向にある。
＞下表参照

33.3%

31.6%

56.4%

53.1%

76.1%

26.3%

26.6%

34.4%

15.2%

6.7%

15.3%

7.4%

9.4%

6.5%

3.3%

3.1%

2.2%

8.5%

26.3%

56.7%

1.1%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結従業員規模別の分析

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

策定の計画がある 策定していない 無回答策定している 現在、策定中である

40.4%

47.3%

33.7%

18.9% 10.8%

11.4%

22.1%

14.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

非製造業

製造業と非製造業別の分析 策定の計画がある 策定していない 無回答策定している 現在、策定中である

0.9%



　 47

第３章　第６回　事業継続マネジメントに関する日本企業の実態調査報告

　本設問は今回の調査で新設した。
　海外で実施された事業継続に関するアン
ケート調査（※）にもほぼ同様の設問があり、海
外企業との国際比較を狙いに追加した。ＢＣＰ
を策定していない理由として、国内・海外とも
に第１位は「事業活動の中断が重大レベルに
達した事がない」（国内63.9％、海外54％）で
あった。深刻な事業活動の中断などの組織存
亡の危機に実際に直面しないことには、本格的

な対応に取り組む姿勢に欠ける点は国内も海
外も同様であると言えよう。一方、国内と海外
で比較的割合が大きく異なった項目は「専門
知識の不足」（国内31.1％、海外9％）と「優先
事項ではない」（国内9.6％、海外30％）であっ
た。日本企業の場合には、ＢＣＰの策定が必要
（優先事項）と認識はしていても社内人材には
相応の知識がなく、うまく策定できない実情が
垣間見える。特にＢＣＰ策定率の低い、中堅・中

小企業にこのような傾向があると推察される。
　今後は官民あげて、ＢＣＰ策定に関する知識
を習得できる場を提供することが望まれる。

（※）CMI（Chartered	Management	Institute：
公認マネジメント協会）が実施した
「Planning	 for	 the	worst-2012	年事業
継続マネジメント調査」

24.0%

33.9%

33.3%

44.8%

61.4%

55.6%

90.9%

20.0%

12.5%

25.8%

31.9%

27.3%

38.9%

10.0%

21.4%

16.1%

9.5%

5.7%

46.0%

32.1%

24.7%

12.1%

4.5%

5.6%

5.7%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結売上規模別の分析
策定の計画がある 策定していない 無回答策定している 現在、策定中である

50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～1,000億円未満

1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上
4.5%

ＢＣＰを策定していない理由について、あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。【新設】問7-1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

事業活動の中断が重大ﾚﾍﾞﾙに達した事がない

事業活動の中断が発生しても対処している

優先事項ではない

事業継続の問題は既に他の計画が扱っている

外部的要因がない

事業活動上の利点が認識されていない

専門知識の不足

複雑すぎる

費用がかかりすぎる

経営層に興味がない

その他

無回答

63.9%

27.7%

9.6%

9.6%

10.8%

31.3%

2.4%

3.6%

4.8%

8.4%

3.6%

1.2%
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5.6%

26.5%

0.8%

0.8%

11.7%

3.1%

1.7%

73.5%

29.9%

66.8%

20.9%

20.4%

56.7%

5.6%

1.4%

5.4%

15.2%

1.7%

0.7%

10.1%

2.0%

0.3%

60.1%

27.4%

50.7%

15.2%

14.5%

47.0%

7.8%

14.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

サプライヤーからの要請

既存顧客からの要請

保険会社からの助言

見込み顧客からの要請

官公庁からの指導や要請

外部監査人からの指摘

投資家からの要請

コーポレートガバナンス・ＣＳＲの一環

財務的な損失を防ぐため

顧客への供給責任を果たすため

企業イメージを維持するため

市場シェアを維持するため

従業員を守るため

その他

無回答

2012年度

2011年度

ＢＣＰに取組む契機になった要因は何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。問8

　前回調査と同じく、ＢＣＰに取組む契機とし
ては、「コーポレートガバナンス・ＣＳＲ（企業の
社会的責任）の一環」（73.5%）、「顧客への供
給責任を果たすため」（66.8%）や「従業員を守
るため」（56.7%）といった自発的な判断が大き
く影響している。

　外部からの要請や指摘について見てみると、
製造業では「既存顧客からの要請」（38.8%）
をあげた企業が最も多い。一方、非製造業では
「官公庁からの指導」（15.2%）が「既存顧客
からの要請」（14.6%）をわずかに上回った。＞
下表参照

　各業種でみると、「官公庁からの指導や要
請」をあげた企業の割合が特に高いのは金融
業界（銀行業、証券業、生保・損保）である。これ
は金融庁の検査マニュアルなどでＢＣＰの策定
が求められていることが影響しているものと考
えられる。

8.5%

38.8%

0.6%

33.9%

74.5%

28.5%

15.2%

4.7%

1.2%

2.9%

22.4%

0.6%

4.2%

1.8%

2.4%

73.3%

57.0%

4.8%

0.0%
5.3%

58.5%

73.7%

3.5%

14.6%

1.2%

1.2%

28.7%

62.6%

19.9%

14.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

サプライヤーからの要請

既存顧客からの要請

保険会社からの助言

見込み顧客からの要請

官公庁からの指導や要請

外部監査人からの指摘

投資家からの要請

コーポレートガバナンス・ＣＳＲの一環

財務的な損失を防ぐため

顧客への供給責任を果たすため

企業イメージを維持するため

市場シェアを維持するため

従業員を守るため

その他

無回答

製造業と非製造業別の分析

製造業

非製造業
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ＢＣＰの対象範囲はどのように設定していますか。下記の中で、貴社のＢＣＰに含まれているものに○をつけ
てください（複数回答可）。

問9

　前回調査と比べて、「連結対象のグループ会
社」を対象としている企業の割合は増加してい
る（53.4%。前回調査は44.9%）。
　業種別では、製造業と非製造業で比べた場

合、製造業の方が「連結対象のグループ会社」、
「取引先（サプライヤー）や協力企業」、「海外
事業所／海外現地法人」をＢＣＰの対象として
いる割合が高い。これはサプライチェーンの継

続性の維持を意識した取組みとなっているた
めと推測される。＞下表参照

52.8%

53.4%

8.1%

19.6%

2.2%

7.0%

8.9%

1.1%

1.4%

2.0%

41.2%

44.9%

4.7%

20.3%

1.7%

3.0%

6.1%

2.0%

0.0%

15.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

貴社のみ

連結対象のグループ会社

連結対象でないグループ関連会社

取引先や協力企業

政府あるいは行政機関

地域社会

海外事業所/海外現地法人

その他

特に設定はしていない

無回答

2012年度
2011年度

49.1%

60.6%

7.9%

22.4%

1.2%

6.7%

15.8%

0.6%

2.4%

0.6%

55.6%

49.1%

15.2%

2.3%

3.5%

1.8%

0.6%

2.3%

7.6%

8.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

貴社のみ

連結対象のグループ会社

連結対象でないグループ関連会社

取引先(サプライヤー)や協力企業

政府あるいは行政機関

地域社会

海外事業所／海外現地法人

その他

特に設定はしていない

無回答

製造業と非製造業別の分析

製造業

非製造業
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貴社のＢＣＰはどこまでを対象としていますか。１つに○をつけてください。問10

　ＢＣＰに取組んでいる企業全体では、70.9％
の企業が全社を対象としたＢＣＰを作成してい
る。前回調査と比べて、その割合は大幅に増加
した（前回調査は56.1%）
　非製造業のほうが製造業より全社を対象と
したＢＣＰを作成している企業の割合が高い。

＞下表参照
　業種別で見ると、全社を対象としたＢＣＰ
を策定している企業の割合が最も高いのは
金融業界（銀行業、証券業、生保・損保）である
（各々、すべて100%）。その他業種では、不動
産（100%）、倉庫・運輸業（78.9%）などが全

社を対象としたＢＣＰを策定している企業の割
合が高い結果となった。
　基幹事業に関わる特定部門のみを対象とし
たＢＣＰを策定している割合が高い業種として
は石油・石炭製品製造業（50.0%）などがある。

63.6%

78.9%

29.1%

14.6%

1.2%

1.2%3.6%

1.2%

2.4%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業と非製造業別の分析 全社を対象としたＢＣＰを作成している 基幹事業に関わる特定部門のみを対象
情報システム部門のみＢＣＰを策定している その他
無回答

製造業

非製造業

84.6%

73.2%

70.6%

61.3%

73.3%

19.0%

21.2%

32.3%

22.2%

15.4%
2.6%

5.9%
1.6%

1.3%

2.2%

3.9%

2.4%

4.8%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結従業員規模別の分析 全社を対象としたＢＣＰを作成している 基幹事業に関わる特定部門のみを対象
情報システム部門のみＢＣＰを策定している その他
無回答

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

情報システム部門のみ
ＢＣＰを策定している

1.1%

無回答
3.9%

全社を対象とした
ＢＣＰを作成している

70.9%

基幹事業に関わる特定
部門のみを対象

21.5%

その他
2.5%
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77.8%

71.1%

80.0%

67.0%

71.1%

38.9%

77.3%

14.8%

15.8%

15.7%

23.0%

22.9%

50.0%

22.7%

7.4%

5.3%

5.6%

7.9%
1.4%

5.6%

4.0%

3.6%

1.4%

6.0%

2.4%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結売上規模別の分析 全社を対象としたＢＣＰを作成している 基幹事業に関わる特定部門のみを対象
情報システム部門のみＢＣＰを策定している その他
無回答

50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～1,000億円未満

1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上
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　ＢＣＰの対象部門としては、情報システム部
門が最も多い割合である（77.7%）。これは、ほ
ぼすべての業種で同様である。その他の部門
では、営業・販売部門（69.0%）、総務・庶務部
門（65.1%）、経理・財務部門（62.6%）の順と
なっている。

　業種別では、製造業では製造／工場部門
（87.9%）、非製造業では情報システム部門
（80.1%）をＢＣＰの対象としている割合が最
も高かった。＞下表参照
　鉄鋼・非鉄金属業や金属製品製造業などで
は製造／工場部門をＢＣＰの対象としている

割合が100％であった。非製造業では、銀行業
（92.3％）や卸売業（92.0%）などで９割以上
の企業が情報システム部門をＢＣＰの対象とし
ているとの回答であった。

貴社では具体的にどの部門をＢＣＰの対象にしていますか。あてはまるものに○をつけてください（複数
回答可）。

問10-1

49.2%

23.7%

36.6%

21.8%

14.0%

77.7%

69.0%

14.0%

57.5%

62.6%

65.1%

39.1%

41.9%

9.2%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

製造／工場部門

建築・設備管理部門

購買関連部署

コールセンター・お客様相談窓口など

セキュリティ（保安・防犯）部門

情報システム部門

営業・販売部門

マーケティング部門

人事／労務部門

経理・財務部門

総務・庶務部門

広報部門

経営企画・社長室部門

その他

無回答

87.9%

27.9%

58.8%

29.2%

73.1%

15.8%

62.0%

66.7%

69.6%

47.4%

15.8%

13.3%

77.0%

64.8%

13.9%

52.7%

57.0%

61.2%

37.0%

37.0%

8.5%

3.6%
10.5%

40.9%

80.1%

15.2%

11.1%

14.6%

14.0%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
製造業と非製造業別の分析

製造／工場部門

建築・設備管理部門

購買関連部署

コールセンター・お客様相談窓口など

セキュリティ（保安・防犯）部門

情報システム部門

営業・販売部門

マーケティング部門

人事／労務部門

経理・財務部門

総務・庶務部門

広報部門

経営企画・社長室部門

その他

無回答

製造業
非製造業
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貴社のＢＣＰが対象としている事象に○をつけてください（複数回答可）。問11

　前回調査と比べて、ほとんどの項目で「対象
としている」と回答した企業の割合が増加し
た。特に、「地震・台風などの自然災害」（前年よ
り16.8％増加）と「ライフライン（電力、水道、ガ

ス等）の途絶」（前年より13.7％増加）の増加
が著しい。
　製造業・非製造業別でも、対象事象の上位の
順位に差はなく、最も割合が高いのが「地震・

台風などの自然災害」、次いで「コンピュータな
どＩＴ関連のトラブル」、「ライフライン（電力、水
道、ガス等）の途絶」、「新型インフルエンザなど
の感染症」の順となっている。＞下表参照

53.4%

40.2%

21.5%

52.2%

20.4%

90.8%

15.2%

2.0%

2.8%

0.8%

7.5%

9.5%

2.8%

22.6%

39.9%

3.4%

7.3%

6.7%

6.1%

49.2%

1.4%

47.0%

6.8%

6.1%

5.7%

2.0%

33.4%

19.9%

1.0%

7.4%

6.8%

74.0%

16.2%

1.0%

38.5%

17.9%

34.8%

47.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コンピュータなどＩＴ関連のトラブル

電話、インターネットなどの通信トラブル

コンピュータウイルスの感染(ｻｲﾊﾞー ｱﾀｯｸ等)

ライフライン(電力、水道、ガス等)の途絶

技術開発の失敗

サプライチェーンのトラブル・崩壊

地震・台風などの自然災害

社内での人身事故

企業イメージ・ブランドへのダメージ

労働争議

事業拠点の喪失

火災

軍事衝突

環境リスク

消費者の健康・生命を害したこと

テロ(過激行動によるもの)

新型インフルエンザなどの感染症

その他

無回答

2012年度
2011年度

29.1%

94.5%

10.3%

62.6%

51.5%

28.7%

59.6%

1.2%

13.5%

43.9%

10.5%

56.1%

4.8%

48.5%

30.9%

16.4%

46.7%

0.6%

8.5%

6.7%

3.6%

20.0%

38.2%

4.8%

3.6%

44.2%

2.4%

1.2%
2.9%

8.2%

25.1%

13.5%

88.3%

2.3%

5.3%

1.8%

7.6%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
製造業と非製造業別の分析

コンピュータなどＩＴ関連のトラブル
電話、インターネットなどの通信トラブル

コンピュータウイルスの感染（ｻｲﾊﾞｰｱﾀｯｸ等）
ライフライン（電力、水道、ガス等）の途絶

技術開発の失敗
サプライチェーンのトラブル・崩壊

地震・台風などの自然災害
社内での人身事故

企業イメージ・ブランドへのダメージ
労働争議

事業拠点の喪失
火災

軍事衝突
環境リスク

消費者の健康・生命を害したこと
テロ（過激行動によるもの）

新型インフルエンザなどの感染症
その他
無回答

製造業
非製造業
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貴社のＢＣＰでは、平常時に行われていた業務を、災害発生時に、平常時とは異なる場所に移転させて
継続させることを想定していますか。あてはまるものに○をつけてください。

問12

　「想定している」と回答した企業の割合は
64.2%（前回調査は50.3%）と大幅に増加し
た。反対に「想定していない」と回答した企業の
割合は微減した。また「無回答」の割合が著しく
減少している（3％、前回調査は15.2％）。この

結果は、東日本大震災発生から約２年の間に、
企業において事業継続のための代替地の検討
が進んだことを示していると推察される。
　業種別では、非製造業よりも製造業のほうが
「想定している」と回答した割合が3.5%高い。

＞下表参照
　連結従業員規模が１万人以上の企業では
84.4%、連結売上規模１兆円以上の企業では
全社（100%）が「想定している」と回答してい
る。＞下表参照

66.7%

63.2%

30.3%

34.5%

3.0%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46.2%

49.0%

74.1%

77.4%

84.4%

53.8%

48.4%

23.5%

17.7%

13.3%

4.8%

2.6%

2.4%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

59.3%

42.1%

55.7%

59.0%

78.3%

72.2%

100.0%

40.7%

57.9%

41.4%

36.0%

19.3%

22.2% 5.6%

5.0%

2.9%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業と非製造業別の分析 無回答想定している 想定していない

連結売上規模別の分析 無回答想定している 想定していない

連結従業員規模別の分析 無回答想定している 想定していない

製造業

非製造業

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

50億円未満
50億円～100億円未満
100億円～300億円未満
300億円～1,000億円未満
1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満
1兆円以上

無回答
3%

想定している
64.2%

想定していない
33.0%
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　前回調査と比べ、項目の順位に変動はな
かった。最も割合の高い項目となった「重要
データのバックアップ保管(遠隔地保管)」の
対策を講じている企業の割合は64.2%で、前
回調査とほぼ同じ割合であった（前回調査は
63.7%）。

　前回調査と比べ、回答した企業の割合が大
きく増加した項目として「外部データセンター
等の活用」が挙げられる（46.4%、前回調査
は34.7%）。データの保管場所を自社で所有
するファイルサーバーからクラウドコンピュー
ティングなどの外部データセンターにアウト

ソーシングする企業が増加しており、この傾
向はしばらく続くと思われる。
　「その他」の自由記入欄には「非常用電源装
置の配備」、「耐震補強」、「サーバーを免震台
に設置」などの回答があった。

基幹業務を支える情報システムが災害から受ける影響を軽減するために、どのような対策をとっています
か。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

問13

29.9%

8.9%

64.2%

46.4%

19.8%

21.5%

3.9%

6.4%

1.1%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

外部データセンター等の活用

システムの二重化

ネットワークの二重化

その他の対策を行っている

対策方法を現在検討中である

対策の予定はない

無回答

同時被災しないよう別拠点に分散している
（例：東京と大阪）

拠点の距離は考慮していないが分散している
（東京に2箇所など）

重要データのバックアップ保管
（遠隔地保管）
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86.6%

80.7%

27.1%

5.6%

72.1%

23.2%

45.8%

36.3%

2.2%

2.0%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

災害･事故･事件からの素早い復旧

災害･事故･事件による影響の低減

ブランド・風評を守る

組織に対する理解を深める

顧客からの信頼を維持

コンプライアンス

従業員への保証

株主からの信頼の維持

保険料の低減

その他

無回答

ＢＣＰに取組むメリットは何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。問14

　前回調査と比べ、項目の順位に変動はな
かったが、ほどんどの項目で割合が増加した。
ＢＣＰに取組むことが企業経営にとって、さま
ざまな観点で有益であるとの認識が浸透した
ためと推察される。
　「災害・事故・事件からの素早い復旧」
（86.6%）や「影響の低減」（80.7%）の割合
が高く、不測の外的要因（災害・事故・事件）がど

のようなものであるかに関わらず、事業継続可
能な強固な組織態勢の構築ができることをメ
リットと考える企業が多かった。その次に、「顧
客からの信頼を維持」（72.1%）、「従業員へ
の保証」（45.8%）や「株主からの信頼の維持」
（36.5%）といったステークホルダーの観点
が上位に並んだ。また、「ブランド・風評を守る」
（27.1%）というレピュテーションリスクへの

対応をあげる企業もあった。
　業種別では、製造業と非製造業において大
きな差はなかった。＞下表参照。
　各業種をみると金融業界（銀行業、証券業、
生保・損保）などが、「災害・事故・事件からの
素早い復旧」と「災害・事故・事件による影響
の低減」の両項目共に、取組むメリットと全企業
（100％）が回答している。

88.5%

83.6%

27.3%

6.1%

75.2%

23.0%

47.9%

39.4%

2.4%

1.8%

0.6%

86.0%

80.1%

27.5%

5.3%

68.4%

24.0%

45.6%

33.9%

1.2%

2.3%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業
非製造業

製造業と非製造業別の分析

災害･事故･事件からの素早い復旧

災害･事故･事件による影響の低減

ブランド・風評を守る

組織に対する理解を深める

顧客からの信頼を維持

コンプライアンス

従業員への保証

株主からの信頼の維持

保険料の低減

その他

無回答
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　前回調査と比べて、ＢＣＰを策定するにあた
り各種ガイドラインを参考にしたと回答した
企業の割合は増加した（69.6%。前回調査は
61.8%）。参考にした資料は、割合の高い順
に、経済産業省（74.3%）、内閣府（59.0%）、

中小企業庁（43.8%）、厚生労働省（30.9%）
が作成した各種資料があげられ、多くの企業
で参照されている。
　業種別にみると、製造業では非製造業に比
べ「中小企業庁のＢＣＰ策定指針」を参考とし

ている割合が高く、非製造業では製造業に比
べ「金融庁の監督指針」や「（財）金融情報シ
ステムセンターの手引書」を参考にしている割
合が高かった。

ＢＣＰを策定する際に参考としたガイドラインなどはありますか。１つに○をつけてください。問15

74.3%

59.0%

43.8%

30.9%

2.0%

5.6%

4.8%

5.2%

5.2%

0.0%

8.4%

5.2%

0.4%

11.6%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

経済産業省「事業継続計画（BCP）策定ガイドライン」

内閣府「事業継続ガイドライン第二版」

中小企業庁「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」

厚生労働省「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」

IS022301 （BCMS国際標準）

英国規格協会BS25999

金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」

米国防火協会NFPA1600

情報セキュリティ関連規格

業界団体が発行したガイドライン

その他

無回答

ASISｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ「組織レジリエンス：セキュリティ、緊急事態準備、
及び継続マネジメントシステム―要求事項及び利用の手引き」

（財）金融情報ｼｽﾃﾑｾﾝﾀ「ー金融機関等における
コンティンジェンシープラン策定のための手引書」

英国ＢＣＩ 「Good Practice Guidelines for
Business Continuity Management」

（問15 で「１．ある」とお答えになった方におうかがいします）ＢＣＰを策定する際に、どの資料を参考にしまし
たか？該当するものに○をつけてください（複数回答可）。

問15-1

無回答
10.3%

ない
20.1%

ある
69.6%
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91.5%

90.1% 5.3%
4.7%

3.6%
4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

92.3%

87.6%

92.9%

91.9%

93.3%

7.7%

6.5%
2.4%

2.2%

3.2%

5.9%

4.8%

4.7%

4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

88.9%

92.1%

91.4%

87.0%

90.4%

100.0%

95.5%

11.1%

9.0%

4.5%

5.3%

4.8%

4.3%

4.0%

4.8%

2.6%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

非製造業

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～1,000億円未満

1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上

製造業と非製造業別の分析 無回答はい いいえ

連結従業員規模別の分析 無回答はい いいえ

連結売上規模別の分析 無回答はい いいえ

貴社では、取引先がＢＣＰを持つことは必要だと思いますか。１つに○をつけてください。問16

　前々回調査で初めて本設問を設定したが、
今回の調査で初めて「必要」と回答した企業
の割合が90％を超えた（90.5%、前回調査は
72.6%）。自社のみＢＣＰを策定しても、実効性
の観点から不十分であることを企業が認識し

だしたものと推察される。
　業種別では、製造業と非製造業において取
引先がＢＣＰを持つことが必要だと考えている
割合に、ほとんど差がなかった（各々、91.5%、
90.1%）。製造業ではほぼ全ての業種で「必要」

と回答している企業の割合が9割を超えた。非
製造業では証券業やその他金融業などの業種
において全企業（100%）が「必要」と回答して
いる。

無回答
5.0%

はい
90.5%

いいえ
4.5%
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　取引先に対しＢＣＰ策定を要請した、ある
いは、ＢＣＰ策定を取引条件（「必須」・「推奨」
の合計）としている企業の割合は低い（各々、
11.7%、14.5%）。他方、取引先からＢＣＰ策定
を要請された、あるいは、取引するためにＢＣＰ
策定を必要とされた「必須」・「推奨」の合計）企

業の割合は高い（各々、36.0%、28.7%）。これ
は、自社の事業を継続する上で、取引先の事業
継続が欠かせないと認識してきているためと推
察される。
　業種別では、製造業の方が非製造業と比べ、
全ての項目において高い割合となった。

　連結従業員規模5,000	人以上の企業や連
結売上規模5,000	億円以上の企業では、取引
先に対しＢＣＰ策定を「要請している」企業の
割合が全体の割合（各々11.7%、14.5%）に比
べて２倍を越える高い結果となった。

―貴社では、取引先に対してＢＣＰを持つよう要請していますか。１つに○をつけてください。
―取引先に対してＢＣＰを持つことが取引条件のひとつとなりますか。１つに○をつけてください。

問17-1

無回答
4.7% 要請している

11.7%

―取引先からＢＣＰを持つよう要請されていますか。１つに○をつけてください。
―取引先からＢＣＰを持つことが取引条件のひとつとなりますか。１つに○をつけてください。

問17-2

ＢＣＰの要請有無 取引条件となるか

ＢＣＰの要請有無 取引条件となるか

要請していない
83.5%

要請されていない
59.8%

要請されている
36.0%

無回答
4.2%

推奨
13.4%

条件でない
62.8%

不明
5.9%

無回答
16.8%

必須
1.1%

推奨
23.7%

条件でない
47.8%

不明
9.8%

無回答
13.7%

必須
5.0%
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取引先のＢＣＰの策定状況や有効性を確認していますか。１つに○をつけてください。問18

　取引先のＢＣＰの有効性を確認している企
業の割合は17.9%と調査開始より最も高い割
合となった。

　業種別では、製造業が非製造業よりわずか
に高い割合であった（各々、20.0%、17.5%）。
　連結従業員規模が１万人以上の企業は、有

効性を確認している企業の割合が26.7%であ
り、全体の割合（17.9%）を大幅に上回ってい
る。

無回答
2.5%

はい
17.9%

いいえ
79.6%
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（問18で「１．はい」とお答えの方におうかがいします）取引先のＢＣＰの有効性をどのように確認していま
すか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）

問18-1

　確認の方法として最も多かったのは「取引
先へのインタビュー」（40.6%）であり、続いて
「取引先へのアンケート実施」（35.9%）、「ＢＣ
Ｐ文書の入手」（15.6%）、「ＢＣＰの監査実施」

（15.6%）の順となっている。
　業種別に見ると、非製造業においては活用
されている「自社主催でのワークショップの開
催やコンサルティングの提供により策定支援」

（6.7%）の手法が、製造業では皆無（0%）で
あった点である。＞下表参照

35.9%

15.6%

9.4%

40.6%

15.6%

14.1%

3.1%

0.0%

7.8%

3.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ＢＣＰに関するアンケートを実施している

ＢＣＰ文書のｻﾏﾘｰやｽﾃｰﾄﾒﾝﾄを入手している

BCP文書のｺﾋﾟｰをもらい、内容を精査している

BCPの取組状況についてのｲﾝﾀﾋﾞｭｰを行っている

ＢＣＰに関する監査を行っている

ISO22301等の認証取得を推奨している

その他

無回答

貴社主催でのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催やｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの
提供を行い､策定を支援している

BCP策定の為の勉強会の実施や
雛形の提供を行い、作成を促している

42.4%

18.2%

12.1%

45.5%

15.2%

15.2%

0.0%

0.0%

6.1%

3.0%

30.0%

13.3%

6.7%

36.7%

16.7%

13.3%

6.7%

0.0%

6.7%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
製造業と非製造業別の分析

ＢＣＰに関するアンケートを実施している

ＢＣＰ文書のｻﾏﾘｰやｽﾃｰﾄﾒﾝﾄを入手している

BCP文書のｺﾋﾟー をもらい、内容を精査している

BCPの取組状況についてのｲﾝﾀﾋ ｭ゙ｰを行っている

ＢＣＰに関する監査を行っている

ISO22301等の認証取得を推奨している

その他

無回答

BCP策定の為の勉強会の実施や
雛形の提供を行い、作成を促している

貴社主催でのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催やｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの
提供を行い､策定を支援している

製造業
非製造業
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　前回調査と比べて、ＢＣＭの「専任部署では
ないが担当する部署を設置している」、「部署
から担当が集まりプロジェクト編成にしてい
る」と回答した企業の割合が増加（前回調査
は各々、32.2%、13.4%）し、「担当部署・担当
者は設置していない」は減少（31.6%、前回調
査は39.4%）した。
　業種別では、製造業では「部署から担当が

集まりプロジェクト編成にしている」（21.8%）
が高く、非製造業では「専任部署ではないが
担当する部署を設置している」（43.2%）が高
かった。＞下表参照
　連結従業員規模別や連結売上規模別で見
ると、一般的に規模が小さい場合ほど「担当
部署・担当者は設置していない」と回答した企
業の割合が高くなる傾向がある。＞下表参照

　ＢＣＭを維持・改善する部署や責任者を決
めず現場まかせにすると、日常業務に追われ
ＢＣMの改善が進まないことが多い。
　規模が小さい企業の場合でも、兼務やプロ
ジェクト形式にするなどして、ＢＣＭの担当者
や責任者を明確にしておくことが必要である。

貴社ではＢＣＭを担当する部署を設置していますか。１つに○をつけてください。問19

事業継続マネジメント（BCM	；	Business	Continuity	Management）	とは、組織への潜在的脅威や、脅威が現実となった場合に引き起こされる
可能性のある事業運営上への影響を特定する包括的なマネジメントプロセスのことを言います。

部署から担当が集まり
プロジェクト編成にしている

16.9%

無回答
0.2%

担当・専任部署の
設置を検討中

6.5%

担当部署・担当者は
設置していない

31.6%
専任部署でないが

担当する部署を設置している
39.1%

専任部署を
設置している

5.6%

35.8%

43.2%

21.8%

14.0%

5.9%

6.2%

6.3%

6.2%

30.6%

29.5%

0.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10.9%

13.0%

26.7%

32.5%

43.6%

45.3%

58.7%

17.2%

20.2%

25.0%

6.5%

10.0%

6.2%

7.8%

6.5%

60.0%

40.7%

24.5%

10.9%

15.2%

5.3%

3.3%
3.3%

5.3% 1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結従業員規模別の分析 専任部署を設置している 専任部署でないが担当する部署を設置してる
部署から担当が集まりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編成にしてる 担当・専任部署の設置を検討中
担当部署・担当者は設置していない 無回答

製造業と非製造業別の分析 専任部署を設置している 専任部署でないが担当する部署を設置してる
部署から担当が集まりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編成にしてる 担当・専任部署の設置を検討中
担当部署・担当者は設置していない 無回答

製造業

非製造業

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

Ⅲ．事業継続マネジメント（ＢＣＭ）について
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連結売上規模別の分析 専任部署を設置している 専任部署でないが担当する部署を設置してる
部署から担当が集まりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編成にしてる 担当・専任部署の設置を検討中
担当部署・担当者は設置していない 無回答

10.2%

5.6%

22.7%

24.0%

21.4%

35.5%

47.4%

42.0%

55.6%

63.6%

16.0%

19.6%

14.0%

16.4%

22.7%

11.1%

9.1%

8.0%

7.1%

6.0%

8.0%

11.1%

48.0%

50.0%

44.1%

24.1%

17.0%

16.7%

5.2%

1.1%

4.0%
1.8%

5.4%

4.5%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～1,000億円未満

1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上

ＢＣＭを実施・推進するための年間予算はいくらですか。１つに○をつけてください。問20

　前回調査と比べて、「予算措置はしていな
い」と回答した企業の割合が減少（54.9%、
前回調査は62.0%）し、予算措置を行う項
目である「500万円以下」、「500万円超～
1,000万円以下」、「1,000万円超～5,000	
万円以下」と回答した企業の割合は微増した
（各々、前回調査より3.8%増加、0.8％増加、
1.9%増加）。
　業種別では、製造業・非製造業いずれも

全体の割合（54.9%）と比べて大きな差はな
かった。
　「予算措置はしていない」と回答した企業
について、連結従業員１万人以上の企業では
39.1%、連結売上規模１兆円以上の企業で
は36.4%と、全体の割合（54.9%）を大幅に
下回った。
　ＢＣＰが有効に機能するためには、ＢＣＰを
策定した後も、定期的に見直しを行うことが

必要である。従って、事業継続マネジメントに
取組むためには、担当部署の設置と併せて予
算の確保が重要である。問19の結果の通り、
ＢＣＭ担当部署の設置が売上規模等の大き
な企業を中心に進んでいることから、今後は
予算の確保がＢＣＭ導入促進におけるポイン
トとなる。なお、「予算措置はしていない」と回
答した企業の規模別（連結従業員と連結売上
高）の割合は以下のとおりとなっている。

26.9%

5.4%

5.4%

1.1%

0.2%

0.2%

0.0%

54.9%

3.4%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

500万円以下

500万円超～1,000万円以下

1,000万円超～5,000万円以下

5,000万円超～１億円以下

１億円超～５億円以下

５億円超～10億円以下

10億円超

予算措置はしていない

その他

無回答

70.0%

59.3%

52.1%

48.4%

39.1%

0% 20% 40% 60% 80%

62.0%

57.1%

59.1%

57.8%

47.7%

44.4%

36.4%

0% 20% 40% 60% 80%

連結従業員規模別の分析 連結売上規模別の分析

100人未満

100人~999人

1,000人~2,999人

3,000人~9,999人

1万人以上

50億円未満

50億円~100億円未満

100億円~300億円未満

300億円~1,000億円未満

1,000億円~5,000億円未満

5,000億円~1兆円未満

1兆円以上
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　ＢＣＰに関する訓練を定期的に実施してい
る企業（「1年に4回以上実施」から「3年に1	
回」までの合計）の割合は52.1%となり、前回
調査（30.9%）と比べて、大幅に増加した。特
に「1年1回」、「1年に2回以上」実施の割合
が約10%増加した。反対に「全く実施してい
ない」企業の割合は、調査開始以来初めて半
数以下（43.1%）となった。ＢＣＰの実効性を
高めるために訓練の重要性を認識する企業
が着実に増加している実態が窺われる。今後、
「全く実施していない」企業の割合が更に減

少することが望まれる。「その他」の自由記入
欄には、「事業所ごとに実施頻度が異なる」や
「不定期」等の回答があった。
　業種別では、製造業・非製造業いずれも
全体の割合（54.9%）と比べて大きな差はな
かった。非製造業では、銀行業や証券業など
では年１回以上は必ず訓練を行っている（全
く実施していない割合が0%）。
　実施している企業の割合については、連結
従業員規模別にみれば、従業員数１万人以上
の企業で78.3%、連結売上規模別にみれば、

売上高１兆円以上の企業で90.9%となって
おり、全体の割合（54.9%）を大幅に上回った。
規模が大きい企業ほど訓練を実施している割
合が高い傾向であることが窺える。＞下表参照
　訓練を定期的に実施している企業（「1年に
4回以上実施」から「3年に1回」までの合計）
の割合は以下の通りである。

ＢＣＰに関する訓練を定期的に行っていますか。１つに○をつけてください。問21

72.2%

20.0%

36.4%

71.3%

71.9%

78.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

26.0%

35.7%

35.5%

56.0%

76.1%

90.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結従業員規模別の分析

連結売上規模別の分析

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～1,000億円未満

1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上

１年に４回以上実施
3.4%

無回答
1.4%

１年に２回
以上実施
17.8%

2年に1回
0.2%

年1回
30.7% 全く実施していない

43.1%

その他 3.4%
3年に1回 0.0%
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取引先を含めて
　複数企業で実施している 0.8%

　ＢＣＰに関する訓練の対象部門では「全社
ベース」としている企業が最も多い（54.5%、
前回調査は60.5%）。続いて「特定の事業部
門だけで実施」（22.8%）、「グループ企業を含
めて複数企業で実施（※）」（9.3%）と回答し
た企業の割合が高かった。「その他」の自由記
入欄には「事業所単位」、「本部のみ」、「内容
によって対象が異なる」、「地域ごと」等の回答

があった。
　業種別にみると、製造業と非製造業で比べ
た場合、非製造業の方が｢全社ベース｣と回答
している企業の割合が高い。
　また、「グループ企業を含めて複数企業で実
施（※）」と回答した割合が比較的高い（20%
以上）業種は、輸送用機器製造業、倉庫・運輸
業、小売業などであった。企業が収益性を高

めるため、本体をスリム化（事業の一部の分社
化やアウトソーシング）する傾向にあり、事業
継続の実効性を高めるためには、訓練につい
てもグループ企業や取引先との連携が必要に
なっていると推察される。
（※）今回の調査で新設した選択肢

（問21で「２．～７．」（※「全く実施していない」・「無回答」以外)のいずれかでお答えの方におうかがいしま
す）ＢＣＰに関する訓練の対象部門はどこですか。１つに○をつけてください。

問21-1

無回答
0.8%

特定の事業
部門だけで
実施している
  22.8%

全社ベースで
実施している
54.5%

その他 4.5%

　本設問への回答の選択肢を今回の調査で
改定した。
　実施しているＢＣＰに関する訓練として「安
否確認訓練」（70.3%）と回答した企業の割合
が最も多く、次いで「避難訓練のみ」（54.9%）、
「簡易シナリオに基づく机上での読み合わせ
確認訓練」（32.5%）となった。これらの安否
確認訓練や避難訓練などは、従来の防災訓練

の延長線上での取組みと推察される。
　業種別では、製造業と非製造業で比べた場
合「避難訓練のみ」と「目標復旧時間内に事業
再開することの確認訓練」の項目のみ製造業
の割合が高く、他の項目はすべて非製造業の
方が割合が高かった。
　連結売上規模１兆円以上の企業では、「取
引先や他事業所との通信・連絡訓練」、「シ

ナリオ非公開型のシミュレーション・トレー
ニング」、「事業継続手段の実動訓練」を実
施している企業の割合が全体の割合（各々、
23.6%、13.0%、8.1%）に比べて2倍を超え
る結果となった。
　「その他」の自由記入欄には「参集訓練」、
「対策本部立ち上げ訓練」、「基幹システムの
復元訓練」等の回答があった。

(問21で「２．～７．」(※「全く実施していない」・「無回答」以外)のいずれかでお答えの方へおうかがいしま
す) ＢＣＰに関してどのような訓練を実施していますか。１つに○をつけてください。

問21-2

54.9%

32.5%

70.3%

23.6%

13.0%

15.4%

8.1%

6.1%

2.4%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

避難訓練のみ

簡易シナリオに基づく机上での読み合わせ確認訓練

安否確認訓練

取引先や他事業所との通信･連絡訓練

シナリオ非公開型のシミュレーション･トレーニング

ＩＴバックアップ訓練

目標復旧時間内に事業を再開することを確認する訓練

その他

無回答

事業継続手段の実動訓練
（代替地へのスタッフの移動、代替場所への情報転送など）

地域内・建物内の複数企業で
　　　連携して実施している 6.1%

グループ企業を含めて
複数企業で実施している 9.3%

ＩＴ部門だけで実施している 1.2%
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　本設問は今回の調査で新設した。
　問21にてＢＣＰに関する訓練を定期的に
実施している企業の割合は、前回調査と比べ
て大幅に増加した結果となったが、取引先企
業を含めた複数企業でＢＣＰの訓練を実施し
ている企業の割合は8.1%とかなり低い割合

であった。
　業種別にみると、製造業と非製造業で比べ
た場合、非製造業の方が製造業より8.5%	高
い割合であった。各業種では、製造業におけ
る輸送用機器製造業が20.0%、非製造業に
おける不動産業が50.0%と比較的高い割合

であった。
　連結売上規模１兆円以上の企業では、取引
先を含めた複数企業でＢＣＰに関する訓練を実
施している企業の割合が全体の割合（8.1%）
に比べて２倍を超える結果となった。

（問21で「２．～７．」（※「全く実施していない」・「無回答」以外）のいずれかでお答えの方へおうかがいします）
取引先を含めた複数企業で実施していますか。１つに○をつけてください。【新設】

問21-3

はい 8.1%

いいえ
83.7%

無回答 8.1%

　本設問は今回の調査で新設した。
　複数企業での訓練を実施していない理由
で、最も多かったのは「取引先とＢＣＰに関す
る情報交換をまだ実施していない」（73.3％）
であり、他の理由を大きく上回る結果となっ

た。情報交換は複数企業での訓練実施のため
の第一歩である。取引先との事業継続に向け
た信頼関係を構築し、訓練の必要性について
共通認識を持つ必要がある。
　業種別にみると、非製造業の方が製造業

と比べて、「取引先と連携したＢＣＰ訓練の
必要性は感じない」の割合が高かった（各々、
17.5％、8.4％）。

問21-3-1（問21-3で「２．いいえ」と回答された方におうかがいします）複数企業での訓練を実施しない理由は何
ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。【新設】

73.3%

14.1%

13.1%

6.3%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

無回答

取引先とBCPに関する
情報交換をまだ実施していない

取引先と連携したBCP訓練の
必要性は感じない

自社のBCPを取引先に
開示することが難しい
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　「ＢＣＭに関する社員教育は行われていな
い」と回答した企業の割合は前回調査より約
10%減少したものの、今回調査においても最
も高い割合であった（59.6%）。ＢＣＰを策定
済／策定中とした企業でも、46.8%（前回調
査は55.4%）の企業では社員教育が行われて
いない。「全社員を対象に定期的に行われて
いる」など他の項目を回答した企業の割合は

前回調査と比べ微増した。
　ＢＣＭに関する社員教育をまだ実施していな
い企業は早急に企業内の教育カリキュラムに
ＢＣＭに関する項目を組み込み、ＢＣＭについ
て学ぶ機会を社員に提供することが望まれる。
　「その他」の自由記入欄にはＩＴを活用した
「社内イントラネットにマニュアルや情報を
掲示」、「E―ラーニングの実施」、「外部セミ

ナーへの参加」等の回答があった。
　業種別では、製造業と非製造業で比べた場
合、製造業では「特定の部門を対象に定期的
に行われている」と回答した企業の割合が非
製造業より高く、非製造業では「全社員を対
象に定期的に行われている」、「ハンドブック
や資料の配布を行っている」と回答した企業
の割合が製造業より高かった。

ＢＣＭに関する社内教育（研修・セミナーなど）は行われていますか。あてはまるものに○をつけください（複
数回答可）。

問22

8.8%

8.6%

19.0%

7.7%

59.6%

1.8%

6.5%

6.7%

14.1%

3.9%

69.4%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

全社員を対象に定期的に行われている

特定の部門を対象に定期的に行われている

ハンドブックや資料の配布を行っている

その他

ＢＣＭに関する社内教育は行われていない

無回答

2012年度
2011年度

　ＢＣＭ担当部門による定期的な見直しの仕
組みがあると回答した企業の割合が増加した
（24.2%。前回調査は17.4%）。問19の設問
において「担当部署を設置している」と回答し
た企業が増加したことが影響していると考え
られる。

　「ＢＣＭの有効性を定期的に見直す仕組
みはない」と回答した企業の割合は、調査開
始より最も低い割合となったが、依然として
54.2%の企業に見直す仕組みがないのが実
態である。
　業種別では、製造業と非製造業で比べると、

製造業の方がＢＣＭの有効性を定期的に見直
す仕組みはないと回答した割合が高かった。
　「その他」の自由記入欄には「モニタリング
の実施」、「訓練後に反省点をあげて改善を行
う」等の回答があった。

自社のＢＣＭの有効性を定期的に見直す仕組みがありますか。あてはまるものに○をつけてください（複数
回答可）。

問23

11.5%

24.2%

3.2%

11.1%

4.3%

54.2%

3.2%

8.3%

17.4%

2.1%

8.6%

5.6%

61.8%

4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

経営層による定期的な見直しの仕組みがある

ＢＣＭ担当部門による定期的見直しの仕組み

社外からの定期的な監査などの仕組みがある

各部門内で定期的に見直す仕組みがある

その他

ＢＣＭを定期的に見直す仕組みはない

無回答

2012年度
2011年度
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　自社のＢＣＭを有効だと判断する指標は
「ない」と回答した企業の割合は79.2%と、
前回調査（77.8%）よりも微増した。この中に
はＢＣＰを策定していない企業も含まれてい

るが、ＢＣＰを策定済／策定中の企業でも、
79.5%の企業は有効だと判断する指標が「な
い」と回答している（前回調査78.8%）。指標
の具体的記入欄には「訓練を通じて復旧時間

等を検証」、「外部専門家による評価」等の回
答があった。

自社のＢＣＭを有効だと判断する指標がありますか。１つに○をつけてください。問24

　ＢＣＭへの取組状況の周知先について、
今回の調査では「役員会」、「従業員／社員」、
「顧客」、「株主・投資家」などと回答した企業
の割合が調査開始より最も高くなり、反対に
「特に実施していない」と回答した企業の割
合が最も低くなった。更に、「役員会」と回答し

た企業の割合（45.1%）が、「特に実施してい
ない」と回答した企業の割合（42.4%）をも上
回り、初めて逆転した。
　ＢＣＰ策定済／策定中の企業において
も、取組状況の周知先について、「役員会」
（58.8％）、「従業員/社員」（50.6%）と回

答した企業の割合が「特に実施していない」
（27.9%）と回答した企業の割合を大きく上
回る結果となった。
　「その他」の自由記入欄には「ＣＳＲ報告書
に記載」、「ホームページ掲載」、「監査法人」
等の回答があった。

ＢＣＭへの取組み状況を誰に知らせていますか。あてはまる先に○をつけてください（複数回答可）。問25

ある 6.3%
無回答 14.4%

ない
79.2%

45.1%

37.5%

1.4%

3.8%

0.7%

10.6%

11.1%

3.6%

0.7%

4.5%

42.4%

2.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

役員会

従業員／社員

保険会社

監督官庁（規制当局）

消費者

株主・投資家

顧客

サプライヤー

地域社会

その他

特に実施していない

無回答
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東日本大震災やタイ洪水などを踏まえ、現在の自社の事業継続への取組みはどのような状況にありますか。
あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）

問26

　「経営層の理解が深まった」と回答した企
業の割合が50.8％（前回調査は41.9%）と
大きく増加し、最も高い割合となった。しかし、
「事業継続に関する予算が増加した」と回答
した企業は8.6%と微増に止まった（前回調
査は5.3％）。事業継続の重要性を認識した経
営者は着実に増え、取組みが進んでいるよう
にみえるが、資金を必要とする対策まで至っ
ていないのが実態と考えられる。また、「特に

変化はなかった」と回答する企業は微減した
が、まだ24.2％にものぼる。
　業種別にみると、製造業・非製造業共に、
「経営層の理解が深まっている」割合が最も
高かった。＞下表参照
　各業種では「事業継続への取組みが加速し
た」と回答した企業の割合が８割を超えたの
は銀行業（88.9%）であった。「事業継続に関
する予算が増加した」項目について、全体の割

合（8.6%）を大きく上回った業種は「建設業」
（19.2％）、「精密機器製造業」（18.2%）な
どであった。「経営層の理解が深まった」と回
答した企業の割合が70％を超えたのは、証券
業（75.0％）であった。
　連結従業員規模や連結売上規模で見た場
合、一般的に規模が大きいほど「事業継続の
取組みが加速した」と答える企業の割合が高
くなっている。＞下表参照

48.7%

8.8%

52.8%

22.8%

1.6%

0.5%

42.3%

7.2%

49.1%

25.2%

2.7%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

16.7%

29.7%

51.1%

70.3%

78.3%

60.0%

32.5%

11.7%

12.5%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

製造業と非製造業別の分析

連結従業員規模別の分析

事業継続への取組みが加速している

事業継続に関する予算が増加している

経営層の理解が深まっている

特に変化はない

その他

無回答

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

事業継続への取組みが加速している 特に変化はない

製造業
非製造業

44.2%

8.6%

50.8%

2.3%

0.9%

24.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

事業継続への取組みが加速している

事業継続に関する予算が増加している

経営層の理解が深まっている

特に変化はない

その他

無回答

Ⅳ．現在の事業継続の取組み内容について
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東日本大震災以降、取組みを強化した事項は何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。
【新設】

問27

　本設問は今回の調査で新設した。
　東日本大震災以降、取組みを強化した事項
として「安否確認の仕組み」と回答した企業が
最も多く（63.4%）、次に「帰宅指示・帰宅困
難者の対応」（57.3％）、「従業員の意識向上」
（42.9%）と続いた。自社の従業員に関する
事項が上位となる結果になった。
　災害発生時には、まずは従業員の安否確認
を実施することが基本となるが、電力供給の
停止や通信網の中断・輻輳等で、固定電話や
携帯電話が使用できず、確認作業に手間取る

ケースが多い。事業継続の実効性を高めるた
めにも安否確認の効果的な仕組みづくりが
最重要項目と認識されたと推察される。従業
員の帰宅指示についても、東日本大震災後、
各自治体にて帰宅困難者への対応を含め検
討しており、今後もその動向を注視していく必
要がある。
　業種別では、製造業の特徴としては「建物・
設備の耐震強化」と「取引先における事業継
続の取組み推進」と回答した企業の割合が
高く（各々、41.5%、11.4%）、非製造業の特

徴としては「コミュニケーション手段・複数化」
（44.1%）と回答した企業の割合が高かっ
た。各業種では、化学工業と銀行業では「被
害想定の見直し」の割合が特に高く（各々、
70.8％、69.2％）、銀行業は「コミュニケーショ
ン手段・複数化」も割合（61.5%）が高かった。
　連結従業員規模や連結売上規模では、一
般的に規模が大きいほど、ほぼすべての項目
において高い割合となっている。

22.0%

25.0%

31.2%

47.4%

68.2%

50.0%

81.8%

62.0%

35.7%

22.6%

19.0%

12.5%

11.1%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

連結売上規模別の分析 事業継続への取組みが加速している 特に変化はない

50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～1,000億円未満

1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上

39.3%

39.5%

63.4%

57.3%

33.2%

10.6%

42.9%

5.9%

18.7%

23.3%

27.8%

25.7%

17.4%

3.6%

4.7%

5.4%

3.2%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

被害想定の見直し

コミュニケーション手段・複数化

安否確認の仕組み

帰宅指示・帰宅困難者の対応

建物・設備の耐震強化

拠点の複数化

従業員の意識向上

取引先における事業継続の取組み推進

津波対策

ＢＣＰの訓練

事業継続体制面の強化

経営者の関与

リーダーシップ育成

従業員の心のケア､福利厚生など

その他

無回答

原子力災害・被災対策
（放射性物質の漏洩時の対策立案など）

ライフラインの冗長化
（自家発電設備の設置など）
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今後、改善が必要な取組みとしてお考えの課題はありますか。あてはまるものに○をつけてください（複数
回答可）。

問28

　本設問は前回の調査から設定した。前回調
査と比べ、割合が高い上位の項目の順位に変
動はなかった。改善が必要と考えている項目
は、順に「事業継続能力を継続的に向上させ
る仕組み作り」（57.6％）、「組織内へのＢＣＰ
取組みの浸透」（49.0％）、「組織力／危機管
理対応力の向上」（39.7％）、「ＢＣＰ作成の全
社展開」（32.1％）であり、特に上位２項目の
割合は大きく増加した（各々、前回より7.6%、
8.7%増加）。

　ＢＣＰ策定済み／策定中の企業では「取
引条件へのＢＣＰ作成要請」は全体の割合
（12.2%）を上回った（16.2％）。
　製造業と非製造業で比べた場合、製造業で
は「ＢＣＰ作成の全国展開」と回答した企業の
割合が製造業より高く、業種別では、金属製
品製造業が66.7%と最も高い割合であった。
非製造業では「組織力／危機管理対応力の
向上」と回答した企業の割合が製造業より高
かった。

　ＢＣＰ策定状況別でも、策定済みの企業は
全体結果と同様に「事業継続能力を継続的
に向上させる仕組み作り」や「組織内へのＢＣ
Ｐ取組みの浸透」を課題として挙げる割合が
高かった。また、ＢＣＰを策定していない企業
では今後の課題として「事業継続能力を継続
的に向上させる仕組み作り」と「組織力／危
機管理対応力の向上」が同割合で最も高かっ
た。＞次頁表参照

57.6%

22.8%

32.1%

10.4%

11.3%

19.4%

49.0%

24.4%

8.8%

39.7%

12.2%

1.1%

20.3%

1.6%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ＢＣＭの有効性評価手法の確立

ＢＣＰ作成の全社展開

目標復旧時間の再設定

ＢＣＰの根本的な見直し

初動対応計画の見直し

組織内へのＢＣＰ取組みの浸透

経営層の関与

リーダーシップの向上

組織力／危機管理対応力の向上

取引先へのＢＣＰ作成要請

取引条件へのＢＣＰ必須化

予算の確保

その他

無回答

事業継続能力を継続的に
向上させる仕組み作り
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ＢＣＰ策定状況別の分析 策定の計画がある策定している 現在、策定中である 策定していない

58.1%

28.8%

22.2%

15.2%

18.2%

60.1%

20.2%

8.1%

43.4%

15.7%

1.5%

20.2%

1.5%

1.5%

70.9%

56.4%

9.1%

12.7%

25.5%

54.5%

32.7%

10.9%

34.5%

17.3%

1.8%

24.5%

1.8%

1.8%

60.0%

18.0%

46.0%

6.0%

20.0%

48.0%

26.0%

6.0%

38.0%

4.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0.0%

37.3%

2.4%

13.3%

2.4%

1.2%

13.3%

14.5%

21.7%

8.4%

37.3%

0.0%

0.0%

13.3%

2.4%

13.3%

14.6%

29.1%

12.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2012年5月、国際標準化機構（ISO）は、事業継続マネジメントシステム（BCMS）の第三者認証用規格ISO22301を公表しました。日本国内でも、ISO22301の
認証を取得した企業がみられます。自社および取引先など外部の会社が同一の基準でBCMS構築ができることなどから、世界的に関心が高まっています。

ＢＣＭの有効性評価手法の確立

ＢＣＰ作成の全社展開

目標復旧時間の再設定

ＢＣＰの根本的な見直し

初動対応計画の見直し

組織内へのＢＣＰ取組みの浸透

経営層の関与

リーダーシップの向上

組織力／危機管理対応力の向上

取引先へのＢＣＰ作成要請

取引条件へのＢＣＰ必須化

予算の確保

その他

無回答

事業継続能力を継続的に
向上させる仕組み作り
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　認証取得に前向きな企業（「認証取得を
行った・行う」、「認証取得を検討している」、
「現在、認証取得の予定はないが、取引先
からの要求や業界動向の変化などがあれ
ば、必要に応じて検討する」の合計）の割合
（17.6%）は増加した。
　認証取得について「未定である」と回答し

た企業の割合が最も高いが、前回調査より減
少傾向にある（49.4%、前回調査は55.3%）。
一方、「認証取得を検討することは考えていな
い」と回答した企業の割合（32.5%）は増加し
た（前回調査は28.2%）。「検討することは考
えていない」の理由として、「マンパワー不足」、
「ＩＳＯの維持に多大の費用、労力を要する」、

「業務への負担が課題になる」等の人的資源
やコストの負担増があげられた。
　業種別では、製造業と非製造業で比べる
と、製造業の方が認証取得に前向きな回答
の割合が高かった（製造業20.7%、非製造業
15.4%）。

ＢＣＭＳへの取組みについて、ＩＳＯに基づく第三者認証を取得することを検討されますか。１つに○をつけてく
ださい

問29

現在、その予定はないが、取引先からの
要求や業界動向の変化などがあれば、

必要に応じて検討する
15.8%

未定である
49.4%

無回答 0.5%

海外の報道では、サプライチェーンの中で重要な位置を占める企業に対し、ＢＣＭＳの第三者認証を取得す
るよう働きかけが強まっているとされています。貴社は、取引先に対し、ＢＣＭSの第三者認証を取得するよ
う促す考えはありますか。１つに○をつけてください。

問30

　取得要請に前向きな企業（「認証を取得す
るよう促している」、「認証を取得するよう促す
ことを検討している」、「現在、その予定はない
が、取引先からの要求や業界動向の変化など
があれば、必要に応じて検討する」の合計）の
割合（16.9%）は増加した。

　取引先に対しＢＣＭＳの第三者認証の取
得要請を行うことについて、前回調査と同様、
「未定である」と回答した企業の割合が最も
高い。また、「取得要請は考えていない」と回答
した企業の割合（33.9%）は微増した（前回
調査は30.6%）。

　業種別では、製造業と非製造業で比べる
と、製造業の方が「取引先からの要求や業界
動向の変化などがあれば、必要に応じて検討
する」と回答した企業の割合が高かった（製
造業22.3%、非製造業12.2%）。

認証取得を検討している
0.7%

認証取得を行った・行う
1.1%

検討することは
考えていない
32.5%

現在、その予定はないが、取引先からの
要求や業界動向の変化などがあれば、

必要に応じて検討する
16.5%

未定である
48.3%

無回答 0.9%

認証を取得するよう促すことを
検討している

0.2%

認証を取得するよう
促している
0.2%

認証を取得
するよう促す
考えはない
33.9%
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事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭＳ）を他の国際規格（ISO１４０００１、９００１、２７００１等）とともに
統合的に運用されることを検討されますか。１つに○をつけてください。

問31

　ＢＣＭＳを他の国際規格とともに統合的に
運用することを検討することは考えていない
と回答した企業の割合が最も高く前回調査よ
りも増加した（73.4%。前回調査は67.8%）。
また、「今後、統合運用を検討したい」と回答

した企業の割合（23.0%）は減少した（前回
調査は27.1%）。「既に統合運用している」と
「統合運用を検討している」と回答した企業
の割合は微増した。
　業種別では、製造業と非製造業で比べる

と、製造業の方が「今後、統合運用を検討した
い」と回答した企業の割合が高かった（製造
業26.4%、非製造業20.7%）。

無回答 1.1%

統合運用を検討している
1.6%

既に統合運用している
0.9%

検討することは
考えていない
73.4%

今後、統合運用
を検討したい
23.0%
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貴社には海外事業所／海外現地法人がありますか。１つに○をつけてください。問32-1

68.7%

71.8%

62.0%

42.2%

29.8%

27.3%

38.0%

56.6% 1.2%

0.9%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ＢＣＰ策定状況別の分析 無回答ある ない

策定している

現在、策定中

策定の計画がある

策定していない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業と非製造業別の分析 無回答ある ない

製造業

非製造業

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結従業員規模別の分析 無回答ある ない

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結売上規模別の分析 無回答ある ない

50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～1,000億円未満

1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上

49.1% 49.5% 1.4%

18.1%80.8% 1.0%

20.0%

52.6%

73.4%

81.3%

97.8%

80.0%

45.9%

25.5%

17.2%

2.2%
0.0%

1.4%

1.1%

1.6%

32.0% 68.0%

46.4% 51.8% 1.8%

52.7% 47.3%

67.2% 31.0% 1.7%

86.4% 12.5% 1.1%

88.9% 11.1%

95.5% 4.5%

全体

ある
63.7%

ない
35.2%

無回答 1.1%

Ⅴ．海外事業所／現地法人への展開について
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また、ある場合、海外事業所／海外現地法人においてＢＣＰの策定が必要と考えますか。
１つに○をつけてください。

問32-2

全体

必要である
71.3%

必要はない
19.5%

無回答 9.2%

海外事業所／現地法人におけるＢＣＰの策定が「必要である」と回答した企業は71.3%と高く、前回調査よりも4.2%の増加となった。
特に製造業では、78.8%と約8割の企業が必要性を感じている結果となった。

74.3%

79.7%

80.6%

31.4%

14.7%

15.2%

16.1%

51.4% 17.1%

3.2%

5.1%

11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ＢＣＰ策定状況別の分析

策定している

現在、策定中

策定の計画がある

策定していない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業と非製造業別の分析

製造業

非製造業

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結従業員規模別の分析

100人未満

100人～999人

1,000人～2,999人

3,000人～9,999人

１万人以上

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連結売上規模別の分析 無回答必要である 必要はない

50億円未満

50億円～100億円未満

100億円～300億円未満

300億円～1,000億円未満

1,000億円～5,000億円未満

5,000億円～1兆円未満

1兆円以上

62.4% 25.7% 11.9%

14.1%78.8% 7.1%

66.7%

67.3%

68.1%

78.8%

77.8%

33.3%

23.6%

21.7%

15.4%

8.9% 13.3%

9.1%

10.1%

5.8%

87.5% 6.3%

46.2% 42.3% 11.5%

71.4% 18.4%

67.9% 23.1% 9.0%

75.0% 15.8% 9.2%

93.8% 6.3%

71.4% 14.3%

6.3%

10.2%

14.3%

無回答必要である 必要はない

無回答必要である 必要はない

無回答必要である 必要はない
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77.5%

78.9%

79.1%

81.8%

77.7%

80.5%

82.4%

94.7%

14.2%

10.8%

10.1%

9.1%

9.6%

9.8%

11.8%

4.4%

8.3%

8.5%

4.5%

9.6%

4.9%

0.5%

0.5%

0.5%

0.8%

1.5%

4.9%

2.0%

2.9%

1.1%

2.3%

0.8%

2.9%

2.4%

2.1%

2.3%

2.3%

1.5%

2.5%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中国

中国を除くアジア諸国

北米

中南米

欧州

オセアニア

中東

アフリカ

ＢＣＰを策定していない 日本国内事業所で作成したＢＣＰを参考に作成
海外事業所／現地法人にて独自に作成した 日本のコンサルティング会社を活用した
現地のコンサルティング会社を活用した その他策定方法
無回答

上記1で該当する地域の、ＢＣＰ策定の有無・ＢＣＰ策定方法についてあてはまるものに○をつけてください
（複数回答可）。

問33-2

(問32-1で「1.ある」とお答えの方におうかがいします) 下記地域において、海外事業所／海外現地法人
の有無についてあてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。※海外事業所／海外現地法人が存
在する割合です。

問33-1

　海外事業所／現地法人では、いずれの地域
においても、未策定の割合が77%を超えてお
り、国内においてＢＣＰを策定している企業で
あっても、海外事業所／現地法人においてＢＣＰ
を策定している企業はまだ少ない。
　ＢＣＰを策定している場合、その策定方法

は「日本国内事業所で作成のＢＣＰを参考に
作成」が最も多く、次いで「海外事業所／現地
法人にて独自に作成」の順となった。但し、前
回調査と比べると、中国を除くアジア地域、北
米、中南米、欧州で、「日本国内事業所で作成
のＢＣＰを参考に作成」が減少し、「海外事業

所/現地法人にて独自に作成」の方法をとる
企業が増加する傾向となった。日本国内とは
異なったリスクが存在する海外でのＢＣＰ策
定にあたって、各地の事情を勘案した取組み
が進む傾向にあることが窺われる。

72.3%

72.3%

45.7%

15.6%

33.3%

14.5%

12.1%

6.7%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

中国

中国を除くアジア諸国

北米

中南米

欧州

オセアニア

中東

アフリカ

無回答
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〈アンケート調査原票〉

最初に貴社についておうかがいします

F１．貴社の所属する業種は以下のどれですか。主たるもの１つに○をつけてください。

１．農林水産業	 ９．石油・石炭製品製造業／窯業	 17．卸売業	 25．レジャー

２．鉱業	 10．鉄鋼・非鉄金属業	 18．小売業	 26．広告・出版業

３．建設業	 11．金属製品製造業	 19．商社	 27．情報・通信

４．食料品製造業	 12．機械・電機製品製造業	 20．不動産	 28．報道（放送・新聞）

５．繊維製品製造業	 13．輸送用機器製造業	 21．銀行業	 29．電力・ガス・水道

６．パルプ・紙製造業	 14．精密機器製造業	 22．証券業	 30．その他サービス業

７．化学工業	 15．その他製造業	 23．生保・損保

８．医薬品製造業	 16．倉庫・運輸業	 24．その他金融業

具体的に：

F２．貴社の昨年度の売上高は連結決算ベースでどれくらいですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

１.　20	億円未満	 ６.　500	億円～700	億円未満	 11.　3,000	億円～4,000	億円未満

２.　20	億円～50億円未満	 ７.　700	億円～900	億円未満	 12.　4,000	億円～5,000	億円未満

３.　50	億円～100	億円未満	 ８.　900	億円～1,000	億円未満	 13.　5,000	億円～1	兆円未満

４.　100	億円～300	億円未満	 ９.　1,000	億円～2,000	億円未満	 14.　1	兆円以上

５.　300	億円～500	億円未満	 10.　2,000	億円～3,000	億円未満

＜連結決算ベース＞

F３．貴社の従業員数は何人ですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

１.　100	人未満	 ５.　700	人～	999	人	 ９.　7,000	人～ 9,999	人

２.　100	人～ 299	人	 ６.　1,000	人～ 2,999	人	 10.　１万人以上

３.　300	人～ 499	人	 ７.　3,000	人～ 4,999	人

４.　500	人～ 699	人	 ８.　5,000	人～ 6,999	人

＜連結決算ベース＞（有価証券報告書記載ベース）

F４．あなたの所属部門はどちらですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

１．製造／工場部門	 ６．情報システム部門	 11．総務・庶務部門

２．建築・設備管理部門	 ７．営業・販売部門	 12．広報部門

３．購買関連部署	 ８．マーケティング部門	 13．経営企画・社長室部門

４．コールセンター・お客様相談窓口など	 ９．人事／労務部門	 14．ＢＣＭ専門部門

５．セキュリティ（保安・防犯）部門	 10．経理・財務部門	 15．その他（具体的に：	　　　　　　　　　）
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Ⅰ. 事業中断リスクについて

問 1-1. 過去に貴社が大きな影響を受けた事象に○をつけてください（複数回答可）。
問 1-2. 事業継続上、関心のある事象に○をつけてください（複数回答可）。

１．コンピュータなどＩＴ関連のトラブル	 １		 １

２．電話、インターネットなどの通信トラブル	 ２	 	２

３．コンピュータウイルスの感染（ｻｲﾊﾞｰｱﾀｯｸなどを含む）		 ３		 ３

４．ライフライン（電力、水道、ガス等）の途絶	 ４		 ４

５．技術開発の失敗	 ５		 ５

６．サプライチェーンのトラブル・崩壊	 ６		 ６

７．地震・台風などの自然災害	 ７		 ７

８．社内での人身事故	 ８	 	８

９．企業イメージ・ブランドへのダメージ	 ９		 ９

10．労働争議	 10		 10

11．事業拠点の喪失	 11		 11

12．火災	 12		 12

13．軍事衝突	 13		 13

14．環境リスク	 14		 14

15．消費者の健康・生命を害したこと	 15	 15

16．テロ（過激行動によるもの）	 	16	 16

17．新型インフルエンザなどの感染症	 17	 17

18．その他	 18		 18

問 2-1. 上記、許容できる停止時間に対し、目標としたい復旧時間はどれくらいですか。１つに○をつけてください。

１．	２時間未満	 ４．	１～２日未満	 ７．	１週間以上

２．	２～８時間未満	 ５．	２～３日未満	 ８．	その他

３．	８～２４時間（１日）未満	 ６．	３日～１週間未満	 	（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　	）

問 2. 幹業務 ( ★ ) が停止した場合に許容できる停止時間はどれくらいですか。１つに○をつけてください。

１．	２時間未満	 ４．	１～２日未満	 ７．	１週間以上

２．	２～８時間未満	 ５．	２～３日未満	 ８．	その他

３．	８～２４時間（１日）未満	 ６．	３日～１週間未満	 	（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　	）

★ 企業存続にとって最も重要な業務。例えば、その業務が停止すると、財務上致命的な影響を与えたり、ブランドイメー
ジや顧客／社会との関係悪化を生じさせたりする業務を言います。

1. 大きな影響を受けた事象 2. 関心のある事象

上記「１８. その他」に該当する場合、具体的に内容を記載してください。
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１．その期間で復旧できない場合、財務上、経営が厳しくなる
ため

２．その期間で復旧できない場合、人々の生活に大きな支障が
でるため

３．その期間で復旧できない場合、取引先の事業中断を引き起
こすため

４．その期間で復旧できない場合、取引先の経営に大きな影響
を及ぼすため

５．その期間で復旧できない場合、従業員の生活に大きな影響
を及ぼすため

６．その期間で復旧できない場合、その後のマーケットシェアに
大きな影響を及ぼすことが懸念されるため

７．その期間で復旧するように取引先から要請があったため　　
　　

８．その他（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　 ）

問 3. 基幹業務継続のためのＩＴへの依存度はどの程度と考えていますか。１つに○をつけてください。

１．			０％	 ５．	４０％	 ９．	 ８０％

２．	１０％	 ６．	５０％	 10．	９０％

３．	２０％	 ７．	６０％	 11．	１００％

４．	３０％	 ８．	７０％

問 2-2.（問 2-1 の）目標復旧時間を定めた理由は何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

問 4. 基幹業務継続におけるＩＴへの依存度は大きくなっていると思いますか。１つに○をつけてください。

１．大きくなっている	 ２．変わっていない	 ３．小さくなっている

問 5. 基幹業務継続のために、下記インフラに対して許容できる停止時間は、それぞれどのくらいですか。各インフラ
に対して１つずつ○をつけてください。

１．電力	 １	 	２		 ３		 ４		 ５		 ６		 ７

２．電話	 １		 ２		 ３		 ４		 ５		 ６	 	７

３．インターネットなど情報通信	 １	 	２		 ３		 ４		 ５		 ６		 ７

４．社内情報ネットワーク	 １		 ２		 ３		 ４		 ５		 ６		 ７

５．ガス	 １	 	２		 ３		 ４		 ５	 	６		 ７

６．水道	 １	 	２		 ３		 ４	 	５		 ６	 	７

インフラの種類 ２時間未満 ２～８時間
未満 １～２日未満 ２～３日未満 ３日～１週間

未満 １週間以上８～２４時間
（１日）未満

問 6. 災害等による事業中断に備え、通信手段としてどのような機器を準備していますか。準備していない場合でも、
導入を検討していますか。各機器に対して１つずつ○をつけてください。

１．携帯電話	 １	 	２		 ３		 ４	

２．固定電話	 １		 ２		 ３		 ４	

３．衛星電話	 １	 	２		 ３		 ４	

４．ＭＣＡ無線機	 １		 ２		 ３		 ４	

５．その他	
１	 	２		 ３		 ４	

機器 準備している 準備していないが
今後準備予定である 準備を検討中である 準備も検討もしていない

具体的に：
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Ⅱ． ＢＣＰ（事業継続計画）の策定について

問 9. ＢＣＰの対象範囲はどのように設定していますか。下記の中で、貴社のＢＣＰの対象に含まれているものに○
をつけてください（複数回答可）。

１．	貴社のみ	 ４．	取引先 (サプライヤー)や協力企業	 ７．	海外事業所／海外現地法人

２．	連結対象のグループ会	 ５．	政府あるいは行政機関	 ８．	その他（具体的に： 　　　　　　  　　 ）

３．	連結対象でないグループ関連会社	 ６．	地域社会	 ９．	特に設定はしていない

１．策定している

２．現在、策定中である　　　　 問 8 へ

３．策定の計画がある

４．策定していない　　　  　　→問 7-1 へ

問 7. 貴社ではＢＣＰを策定していますか。１つに○をつけてください。

事業継続計画（BCP;Business Continuity Plan）とは、組織に事業中断（混乱）が発生したときに、事前に決められたレベルに活動
を復旧又は維持する方法の詳細を規定した計画。

１．事業活動の中断（混乱）が重大なレベルまで達したことがほ
とんどない

２．事業活動の中断（混乱）が発生しても対処している

３．優先事項ではない

４．事業継続の問題は既に他の計画が扱っている

５．外部的要因がない

６．事業活動上の利点が認識されていない

７．専門知識の不足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８．複雑すぎる

９．費用がかかりすぎる

10．経営層に興味がない

11．その他

（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

問 7-1. ＢＣＰを策定していない理由について、あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．サプライヤー（貴社に部品やサービスを提供している会社）
からの要請

２．既存顧客からの要請

３．保険会社からの助言

４．見込み顧客からの要請

５．官公庁からの指導や要請

６．外部監査人からの指摘

７．投資家からの要請

８．コーポレートガバナンス・ＣＳＲ（企業の社会的責任）の
一環

９．財務的な損失を防ぐため

10．顧客への供給責任を果たすため

11．企業イメージを維持するため

12．市場シェアを維持するため

13．従業員を守るため

14．その他（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　 　　　 ）

問 8. ＢＣＰに取組む契機になった要因は何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

※ ＢＣＰを策定していない企業の方は、問19へお進みください。



82　  

１．全社を対象としたＢＣＰを作成している

２．基幹事業に関わる特定部門のみを対象としたＢＣＰを策定
している

３．情報システム部門のみＢＣＰを策定している

４．その他

問10.貴社のＢＣＰはどこまでを対象としていますか。１つに○をつけてください。

具体的に：

問10-1.貴社では具体的にどの部門をＢＣＰの対象にしていますか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．製造／工場部門	 ６．情報システム部門	 11．総務・庶務部門

２．建築・設備管理部門	 ７．営業・販売部門	 12．広報部門

３．購買関連部署	 ８．マーケティング部門	 13．経営企画・社長室部門

４．コールセンター・お客様相談窓口など	 ９．人事／労務部門	 14．その他

５．セキュリティ（保安・防犯）部門	 10．経理・財務部門	 （具体的に：	　　　　　　　　　　　　　　　）

１．コンピュータなどＩＴ関連のトラブル

２．電話、インターネットなどの通信トラブル

３．コンピュータウイルスの感染（ｻｲﾊﾞｰｱﾀｯｸなどを含む） 

４．ライフライン（電力、水道、ガス等）の途絶

５．技術開発の失敗

６．サプライチェーンのトラブル・崩壊

７．地震・台風などの自然災害

８．社内での人身事故

９．企業イメージ・ブランドへのダメージ

10．労働争議

11．事業拠点の喪失

12．火災

13．軍事衝突

14．環境リスク

15．消費者の健康・生命を害したこと

16．テロ（過激行動によるもの）

17．新型インフルエンザなどの感染症

18．その他

（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 11. 貴社のＢＣＰが対象としている事象に○をつけてください（複数回答可）。

１．想定している ２．想定していない

問12.貴社のＢＣＰでは、平常時に行われていた業務を、災害発生時に、平常時とは異なる場所に移転させて継続さ
せることを想定していますか。１つに○をつけてください。

問13.基幹業務を支える情報システムが災害から受ける影響を軽減するために、どのような対策をとっていますか。
あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．同時被災しないよう別拠点に分散している（例：東京と大阪） 

２．拠点の距離については考慮していないが分散している　　
（例：東京に２箇所など）

３．重要なデータのバックアップ保管（遠隔地保管） 

４．外部データセンター等の活用

５．システムの二重化

６．ネットワークの二重化

７．その他の対策を行っている
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

８．対策方法を現在検討中である

９．対策の予定はない
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１．災害・事故・事件からの素早い復旧 ７．従業員への保証

２．災害・事故・事件による影響の低減 ８．株主からの信頼の維持

３．ブランド・風評を守る ９．保険料の低減

４．組織に対する理解を深める 10．その他

５．顧客からの信頼を維持

６．コンプライアンス

問14．ＢＣＰに取組むメリットは何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

具体的に：

１．ある（→ 問 15-1 へ） ２．ない（→ 問 16 へ）

問15．ＢＣＰを策定する際に参考としたガイドラインなどはありますか。１つに○をつけてください。

問15-1．（問15で「１．ある」とお答えの方におうかがいします）ＢＣＰを策定する際に、どの資料を参考にしました
か。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．経済産業省「事業継続計画（ＢＣＰ）策定ガイドライン」

２．内閣府「事業継続ガイドライン第二版」

３．中小企業庁「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」

４．厚生労働省「事業者・職場における新型インフルエンザ対
策ガイドライン」

５．英 国ＢＣＩ「Good Practice Guidelines for Business 
Continuity Management」

６．IS022301（BCMS 国際標準）

７．英国規格協会 BS25999 

８．金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」

９．（財）金融情報システムセンター「金融機関等におけるコンティ
ンジェンシープラン策定のための手引書」

10．米国防火協会 NFPA1600

11．情報セキュリティ関連規格（ISO17799、ISO27001、
ISMS、ISO/IEC 27031、他）

12．業界団体が発行したガイドライン（例：SEMI「半導体産業
向け事業継続ガイドライン」）

（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

13. ASIS インターナショナル「組織レジリエンス：セキュリティ、
緊急事態準備、及び継続マネジメントシステム－要求事項及
び利用の手引き」

14．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．はい ２．いいえ

問16．貴社は、取引先がＢＣＰを持つことは必要だと思いますか。１つに○をつけてください。

問17-1．貴社では、取引先にＢＣＰを持つよう要請していますか。
問17-2．取引先からＢＣＰを持つよう要請されていますか。

また、それぞれ1.2.について、ＢＣＰを持つことが取引条件のひとつとなりますか。各項目１つずつに○をつ
けてください。

１．要請している	 ２．要請していない

１．必須	 ２．推奨	 ３．条件でない	 ４．不明

１．要請されている	 ２．要請されていない

１．必須	 ２．推奨	 ３．条件でない	 ４．不明

（1）要請

（2）取引条件

（1）要請

（2）取引条件

1. 取引先に対して

2. 取引先から
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１．専任部署を設置している

２．専任部署ではないが担当する部署を設置している

３．各部署から担当者が集まりプロジェクト編成にしている

４．担当・専任部署の設置を検討中

５．担当部署・担当者は設置していない

問19．貴社ではＢＣＭを担当する部署を設置していますか。１つに○をつけてください。

１．はい（→ 問 18-1 へ） ２．いいえ（→ 問 19 へ）

問18．取引先のＢＣＰの策定状況や有効性を確認していますか。１つに○をつけてください。

問18-1．（問18で「１．はい」とお答えの方におうかがいします）
取引先のＢＣＰの有効性をどのように確認していますか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．ＢＣＰに関するアンケートを実施している

２．ＢＣＰ文書のサマリーやステートメントを入手している

３．ＢＣＰ文書のコピーをもらい、内容を精査している

４．ＢＣＰの取組み状況についてのインタビューを行っている

５．ＢＣＰに関する監査を行っている

６．ＢＣＰ策定のための勉強会の実施や雛形の提供を行い、作成
を促している

７．貴社主催でのワークショップの開催やコンサルティングの提供
などを行い、策定を支援している

８．ISO22301 等の認証取得を推奨している

9．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ． 事業継続マネジメント（ＢＣＭ）について

事業継続マネジメント（BCM；BusinessContinuityManagement）とは、組織への潜在的脅威や、脅威が現実となった場合に引き
起こされる可能性のある事業運営上への影響を特定する包括的なマネジメントシステムプロセスのことを言います。

※ ここからは全員の方におうかがいします

1．５００万円以下

2．５００万円超～１，０００万円以下

3．１，０００万円超～５，０００万円以下

4．５，０００万円超～１億円以下

5．１億円超～５億円以下

6．５億円超～１０億円以下

7．１０億円超

８．予算措置はしていない

９．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問20．ＢＣＭを実施・推進するための年間予算はいくらですか。１つに○をつけてください。

1．全く実施していない（→ 問 22 へ）

2．１年に４回以上実施

3．１年に２回以上実施

4．年に１回

5．２年に１回

6．３年に１回

7．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問2１．ＢＣＰに関する訓練を定期的に行っていますか。１つに○をつけてください。
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１．はい（→ 問 22 へ） ２．いいえ

問21-1．（問21で「２．～７．」のいずれかでお答えの方におうかがいします）
ＢＣＰに関する訓練の対象部門はどこですか。１つに○をつけてください。

１．全社ベースで実施している

２．特定の事業部門だけで実施している

３．ＩＴ部門だけで実施している

４．グループ企業を含めて複数企業で実施している

5．取引先を含めて複数企業で実施している

6．地域内・建物内の複数企業で連携して実施している

7．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問21-2．（問21で「２．～７．」のいずれかでお答えの方におうかがいします）
ＢＣＰに関してどのような訓練を実施していますか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．避難訓練のみ

２．簡易シナリオに基づく机上での読み合わせ確認訓練

３．安否確認訓練

４．取引先や他事業所との通信・連絡訓練

５．シナリオ非公開型のシミュレーション・トレーニング

6．ＩＴバックアップ訓練

７．事業継続手段の実動訓練（代替地へのスタッフの移動、代
替場所への情報転送など）

８．目標復旧時間内に事業を再開することを確認する訓練

9．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問21-3．（問21で「２．～７．」のいずれかでお答えの方におうかがいします）
取引先を含めた複数企業でＢＣＰに関する訓練を実施していますか。１つに○をつけてください。

問21-3-1．（問21-3で「２．いいえ」と回答された方におうかがいします）
複数企業での訓練を実施しない理由は何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．取引先とＢＣＰに関する情報交換をまだ実施していない

２．取引先と連携したＢＣＰ訓練の必要性は感じない

３．自社のＢＣＰを取引先に開示することが難しい

4．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問22.ＢＣＭに関する社内教育（研修・セミナーなど）は行われていますか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．全社員を対象に定期的に行われている

２．特定の部門を対象に定期的に行われている

３．ハンドブックや資料の配布を行っている

4．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．ＢＣＭに関する社内教育は行われていない

1．経営層による定期的な見直しの仕組みがある

2．ＢＣＭ担当部門による定期的な見直しの仕組みがある

3．社外からの定期的な監査などの仕組みがある

4．各部門内で定期的に見直す仕組みがある

5．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

6．ＢＣＭを定期的に見直す仕組みはない

問23.自社のＢＣＭの有効性を定期的に見直す仕組みがありますか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．ある 2．ない

問24.自社のＢＣＭを有効だと判断する指標がありますか。１つに○をつけてください。

具体的に：
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問 25. ＢＣＭへの取組み状況を誰に知らせていますか。あてはまる先に○をつけてください（複数回答可）。

１．役員会	 ６．株主・投資家	 10．その他

２．従業員／社員	 ７．顧客

３．保険会社	 ８．サプライヤー

４．監督官庁（規制当局）		 ９．地域社会

５．消費者	 	 11．特に実施していない

具体的に：

Ⅳ． 現在の事業継続の取組み内容について

問26.東日本大震災やタイ洪水などを踏まえ、現在の自社の事業継続への取組みはどのような状況にありますか。あ
てはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．事業継続への取組みが加速している

２．事業継続に関する予算が増加している

３．経営層の理解が深まっている

4．特に変化はない

5．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問27.東日本大震災以降、取組みを強化した事項は何ですか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

１．被害想定の見直し

２．コミュニケーション手段・複数化

３．安否確認の仕組み

４．帰宅指示・帰宅困難者の対応

５．建物・設備の耐震強化

6．拠点の複数化

7．従業員の意識向上

8．取引先における事業継続の取組み推進

9．津波対策

10．ライフラインの冗長化（自家発電設備の設置など）

11．ＢＣＰの訓練

12．事業継続体制面の強化

１３．経営者の関与

１４．リーダーシップ育成

１５．原子力災害・被災対策（放射性物質の漏洩時の対策立案など）

１6．従業員の心のケア、福利厚生など

１７．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問28.今後、改善が必要な取組みとしてお考えの課題はありますか。あてはまるものに○をつけてください（複数回
答可）。

１．事業継続能力を継続的に向上させる仕組み作り

２．ＢＣＭの有効性評価手法の確立

３．ＢＣＰ作成の全社展開

４．目標復旧時間の再設定

５．ＢＣＰの根本的な見直し

6．初動対応計画の見直し

7．組織内へのＢＣＰ取組みの浸透

8．経営層の関与

9．リーダーシップの向上

10．組織力／危機管理対応力の向上

11．取引先へのＢＣＰ作成要請

12．取引条件へのＢＣＰ必須化

１３．予算の確保

１４．その他
（具体的に： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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第３章　第６回　事業継続マネジメントに関する日本企業の実態調査報告

２０１２年５月、国際標準化機構（ISO）は、事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭＳ）の第三者認証用規格ＩＳＯ２２３０１を公表しました。
日本国内でも、ＩＳＯ２２３０１の認証を取得した企業がみられます。自社及び取引先など外部の会社が同一の基準でＢＣＭＳ構築がで
きることなどから、世界的に関心が高まっています。

問29.ＢＣＭＳへの取組みについて、ＩＳＯに基づく第三者認証を取得することを検討されますか。１つに○をつけてく
ださい。

１．認証取得を行った・行う

２．認証取得を検討している

３．現在、認証取得の予定はないが、取引先からの要求や業界
動向の変化などがあれば、必要に応じて検討する

4．未定である

5．検討することは考えていない
（理由： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問30.海外の報道では、サプライチェーンの中で重要な位置を占める企業に対し、ＢＣＭＳの第三者認証を取得する
よう働きかけが強まっているとされています。貴社は、取引先に対し、ＢＣＭＳの第三者認証を取得するよう促
す考えはありますか。１つに○をつけてください。

4．未定である

5．認証を取得するよう促す考えはない

１．認証を取得するよう促している

２．認証を取得するよう促すことを検討している

３．現在、その予定はないが、取引先からの要求や業界動向の
変化などがあれば、必要に応じて検討する

問31.事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭＳ）を他の国際規格（ISO 14001，9001，27001等）とともに統合
的に運用されることを検討されますか。１つに○をつけてください。

１．既に統合運用している

２．統合運用を検討している

3．今後、統合運用を検討したい

4．検討することは考えていない
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Ⅴ． 海外事業所／現地法人への展開について

問32-1.貴社には海外事業所／海外現地法人がありますか。また、ある場合、
問32-2.海外事業所／海外現地法人においてＢＣＰの策定が必要と考えますか。

それぞれ１つに○をつけてください。

問33.（問32-1で「1.ある」とお答えの方におうかがいします）
下記地域において、
１.海外事業所／海外現地法人の有無
２.上記1で該当する地域の、ＢＣＰ策定の有無・ＢＣＰ策定方法についてあてはまるものに○をつけてください

（複数回答可）。

1.地域
※海外事業所／海
外現地法人のあ
る地域↓に○を
つけてください。

２．中国を除く
　アジア諸国

３．北米

４．中南米

５．欧州

６．オセアニア

７．中東

８．アフリカ

2.策定有無・策定方法 ※２．～６．は複数回答可

１．中国 →

→

→

→

→

→

→

→

２．日本国内の
事業所で作成
したＢＣＰを参
考に作成した

１．ＢＣＰを策定
していない

４．日本のコン
サルティング
会社を活用し
た

３．海外事業
所／現地法
人にて独自
に作成した

５．現地のコン
サルティング
会社を活用し
た

６．その他策定方法

１  ２  ３  ４  ５  ６．

１  ２  ３  ４  ５  ６．

１  ２  ３  ４  ５  ６．

１  ２  ３  ４  ５  ６．

１  ２  ３  ４  ５  ６．

１  ２  ３  ４  ５  ６．

１  ２  ３  ４  ５  ６．

１  ２  ３  ４  ５  ６．

具体的に：

具体的に：

具体的に：

具体的に：

具体的に：

具体的に：

具体的に：

具体的に：

ご協力ありがとうございました

1. 海外事業所／海外現地法人の有無 １．ある（下記 2 ↓へ）  ２．ない（→終了）

2.ＢＣＰ策定の必要性 １．必要である ２．必要はない
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