用を監査することが求め

前対策を講じる必要があ
００条において︑﹁損失

は︑会社法施行規則第１

年に改正された会社法で

が挙げられる︒２００６

加速などに伴って︑社内

業の多角化や海外進出の

の指摘が挙げられる︒事

役︑主要取引先などから

ークホルダー︑社外監査

次に︑株主などのステ

られている︒

る︒併せて︑リスクが顕
の危険の管理に関する規

外からリスクマネジメン

まず︑法令による要請

るだろうか︒

在化した場合の対応も︑
定その他の体制﹂︵いわ

原 敬徳氏

企業活動を取り巻くリ

平時より準備しておかな

ゆるリスクマネジメント

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
執行役員

スク︵社会・経済情勢の

ければならない︒このよ

呈している︒近年も﹁１

ど︶は︑多様化の様相を

や事件・事故の発生な

急激な変化︑大規模災害

うな一連の活動を﹁リス

トの体制整備を求める声

さらに︑ 年６月から

が上がり︑結果的には︑

上場企業に適用されたコ

今後は︑あらゆる企業

求められている︒

スクマネジメントに取り

において︑リスクを認識

それが大きな原動力とな

組んでいるが︑その契機

コードの第４

ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス・

の 主 な 役 割・

は ︑取 締 役 会

等 の 責 務 ﹂で

章﹁ 取 締 役 会

不可欠となってきた︒

マネジメント活動が必要

実施する組織的なリスク

ルしつつ︑最適な対策を

して戦略的にコントロー

﹁経営陣幹部
による適切な
リスクテイク
を支える環境
整備を行うこ
と﹂とあり︑
リ
スクマネジメ
ント体制の構
築と有効な運

はら・たかのり 経営コ
ンサルファ
ームを経て
現職︒大手
企業に対す
るリスクコ
ンサルティングを多く手掛
けている︒上智大学経済学
部非常勤講師︒

責務として

っている︒

にはどのようなものがあ

現在︑多くの企業がリ

クマネジメント﹂と呼ぶ︒ 体制︶を構築することが

００年に一度﹂﹁１０００
年 に 一 度 ﹂と 言 わ れ る 巨
大災害や︑テロ︑
地域紛争
といった地政学リスクが
毎 年 の よ う に 発 生 し ︑企
業活動を脅かしている︒
さらに︑顧客ニーズや
ビジネスモデルが複雑化
するにつれ︑リスクが発
生した際の自社への影響
も計り知れないものとな
っている︒
自社の目標を達成し持
続的に成長することは︑
企業経営の究極の命題で
ある︒そのためにも︑経
営環境を取り巻くリスク
を知り︑ヒト︑モノ︑カ
ネを効率的かつ効果的に
活用しながら︑最適な事

リスク多様化に備えを

①
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なお︑近年はグループ

直面する傾向がみられる

各社に対するリスクマネ
作成︑③リスクマネジメ

ント・危機管理規程類の

づけ︑②リスクマネジメ

クの洗い出し・優先順位

令などが大きく異なるの

商習慣や文化︑社会︑法

大きく違う︒土台となる

クの特性は日本国内とは

海外で想定されるリス

からである︒

ジメントの展開は︑避け
ント委員会と担当部署の

会社においても︑①リス

ることができない喫緊

原 敬徳氏

の経営課題となってい

地スタッフと目線を合わ

はもちろんだが︑最も違

せながら︑現地のリスク

うのは﹁人﹂である︒現

いずれも︑親会社

マネジメント体制を築く

るようになった︒
ではすでに取り組

ことは容易ではない︒

設置などが求められ

まれているもので

つとなっている︒

て大きな悩みの一

管理担当者にとっ

は︑多くのリスク

拡大していること

加し︑管理対象が

結対象子会社が増

また︑海外の連

るような人材への教育を

マネジメント活動を行え

プ会社が自律的にリスク

法を導入する③各グルー

社に合ったシンプルな手

げていく②各グループ会

ループ会社を段階的に広

その際︑①対象とするグ

の支援が不可欠である︒

ープ会社に対する親会社

グループ全体でのリス

海外グループ会社

実施する︑といった方針

クマネジメント活動を機

におけるリスクマ

に沿った支援が有効であ

プ会社でも同様に

ネジメントの導入

整備する必要があ

では︑日本国内以

る︒

能させるためには︑グル

上に多くの課題に

る︒

はあるが︑グルー

る︒

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
執行役員
近年︑グループ経営の
重要性が高まっている︒
企業活動の多角化やグロ
ーバル化が進展するとと
もに︑分社化やＭ＆Ａ
︵合併・買収︶によっ
て︑グループガバナンス
の複雑さも増している︒
その結果︑統括会社によ
るグループ各社のコーポ
レート・ガバナンス体制
の強化が求められるよう
例えば︑２０１５年６

になった︒
月から施行された改正会
社法においても︑グルー
プ会社に対するリスクマ
ネジメントについて記載
がある︒︵同法施行規則
第１００条１項５号ロ
﹁当該株式会社の子会社
の損失の危険の管理に関
する規程その他の体制﹂
グループ経営を進める

︶︒
企業にとって︑グループ

グループガバナンス強化
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事業等のリスクは︑

解くことができる︒

業等のリスク﹂から読み

為替・金利等の急激な変

向︑原材料価格の高騰︑

需要やマーケットの動

﹁事業等のリスク﹂で︑

は︑有価証券報告書の

これまで︑企業の多く

にリスクをコントロール

業が増えてきた︒戦略的

応策も併せて記載する企

るとともに︑具体的な対

報告書で積極的に開示す

のあるリスクを有価証券

動に影響を及ぼす可能性

最近は︑自社の事業活

いったリスクも新たに加

﹁コーポレート・ガバナ

動︑製造物責任に係る損

していることを︑社外に

わっている︒

ンスに関する情報﹂や

害︑保有資産の価値減

有価証券報告書から記載

﹁経営者による財務・経

少︑大規模な自然災害の

対してアピールする目的

が義務付けられた︒

営成績の分析﹂ととも

もある︒

原 敬徳氏

に︑２００４年３月期の

発生などを

経営環境やビジネスモ

ス・内部統

プライアン

ブル︑コン

ステムトラ

漏えい・シ

活動︑情報

外での事業

買収︶︑海

Ａ︵合併・

伴い︑Ｍ＆

境の変化に

は︑経営環

ここ数年

いる︒

可欠な取り組みとなって

に成長するための必要不

ることは︑企業が持続的

戦略的にコントロールす

クを評価し︑組織的かつ

害する可能性のあるリス

ためにも︑事業活動を阻

及ぼすこともある︒その

合い︑想定以上の影響を

リスク要因が複雑に絡み

いる︒また︑それぞれの

くリスクも常に変化して

るにつれ︑企業を取り巻

デルが多様化・複雑化す

制の不備と

た︒

て挙げてき

リスクとし

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
執行役員
企業活動に多大な影響
を与える昨今のリスクは
枚挙にいとまがない︒例
えば地震や台風︑水害と
いった自然災害から︑為
替や株価の急激な変動︑
政情不安といった外部環
境のリスクが挙げられ
る︒また︑自社の製品・
サービスに伴う事件・事
故や不祥事︑個人情報の
漏えい︑コンプライアン
ス違反といった内部環境
のリスクもある︒経営環
境の変化も相まって︑リ
スクは多様化している︒
とはいえ︑企業の経営
者や従業員は︑自社の事
業活動を阻害するリスク
にはどのようなものが存
在し︑そのリスクがどの
ような影響を与えるのか
を平時から認識しておく
必要がある︒企業が毎年
注視しているリスクは有
価証券報告書の﹁４・事

リスクと対応策、
有報に

③
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﹁ステップ２︵Ｄｏ︶﹂
トやコンプライアンスな

対するリスクマネジメン

策の実行と併せて社員に

お︑このステップでは︑
対

場へ移ることになる︒な

スク管理担当者から各現

ント活動の主導権は︑リ

年度に向けた抱負を全社

の活動に対する総括と次

経営トップから当該年度

た改善を行う︒とくに︑

ＰＤＣＡサイクルに向け

果などに基づいて︑次の

ネジメント活動の監査結

原 敬徳 氏

では︑策定した対策計画

要である︒

に基づいて︑対策を実行

員へ発信することは︑極

の進捗状況をモ

理担当者が対策

では︑リスク管

︵Ｃｈｅｃｋ︶﹂

﹁ステップ３

けて語る必要がある︒一

趣旨や必要性を社員に向

営トップは︑取り組みの

ジメントだからこそ︑経

密接に関わるリスクマネ

経営戦略や事業計画と

めて重要である︒

どの教育・研修を行うと

ニタリングし︑

連の活動に全社員が関わ

いまだにリスクマネジ

ることで︑リスクマネジ

メント活動に着手できて

定期的に自社の

た︑活動自体を

いない企業におかれて

リスクマネジメ

評価するために

は︑ＰＤＣＡサイクルに

メントの有効性をより高

も︑リスクマネ

基づいたプロセスに従

めることができる︒

ジメント活動に

い︑自社に大きな影響を

ント委員会等で

対する監査を行

及ぼすリスクを戦略的に

コントロールし︑効果的

うことが望まし

﹂では︑
リスクマ

だきたい︒

ップ４︵Ａｃｔ︶ な対策に取り組んでいた

最 後 の﹁ ス テ

い︒

報告する︒ま

効果的である︒

に移す︒リスクマネジメ

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
執行役員
企業は持続的な成長を
実現させるべく︑自らの
経営環境を取り巻くリス
クを認識し︑リスクが顕
在化しないよう最適な対
策を講じている︒また︑
リスクが顕在化した場合
の対応についても︑平時
から準備している︒この
ような組織的な活動が
﹁リスクマネジメント﹂
である︒リスクマネジメ
ントは継続的な改善活動
︵ＰＤＣＡサイクル︶に
図中の﹁ステップ１

基づいて行われる︒
︵Ｐｌａｎ︶﹂では︑企
業活動を取り巻くリスク
を洗い出し︑その影響度
を評価したうえで対策の
優先順位を付ける︒そし
て︑具体的な対策計画を
策定する︒その際︑リス
クや対策について自社内
で認識を共有し︑役割分
担を明確にすることが重

継続的な改善活動を

④
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ついては固定対策を実

で︑破損して困るものに

ールを検討することで︑

平時の避難訓練や避難ル

クが存在している場合︑

が可能である︒津波リス

林 祥光 氏
施することで損傷は大き

安全に避難できるように

津波が来襲した場合でも

しておくことが最も重要

く軽減することができ
ボルトを用いることが

る︒
できない箇所では接着ゴ

し︑結果に応じた耐震補
建物が無事でも製造機

である︒

強工事が望まれる︒
械や建物設備が損傷す

ムなどを利用するのも有

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
日本は地震危険の高い
国であることは多くの人
が認識していると思う

効である︒建物の損傷を

設備

が︑自分の住む町や会社
る可能性もある︒大型の

度壊れるか︑どれくらい

縦長で重心の高いものは要注意

被害の大きさに応じた対

しく把握した上で︑想定

と人的対策を別々に考え

を防ぐことがで

るのではなく︑同時に発

きれば︑人的安

次に津波被害

生する物的・人的損害の

策を講じることが重要で

についてだが︑

双方に対する有効な対策

ある︒加えて︑物的対策

﹁海岸線から何

を考え︑実施することが

全性も大きく向

キロ離れれば安

望まれる︒

上する︒

地震発生時にはどの程

設備だけでなく︑サーバ

の損害が発生するかを正

設備等 固定、落下対策のとれていない設備はリスク大

が明日大地震で被災する

動・転倒・落下

防ぎ︑建物内の設備の移

年以前の設計だとさらにリスク大

かもしれないと正しく認
ー︑机上のパソコンま

地震の簡易的リスク基準

識できている人は案外少
ないのではなかろうか︒
程度の差はあるが︑日
本では全国どこでも地
震危険が高いことに変わ

全と言えるの

はやし・よしみつ 専門
は自然災害
リスク評価
およびリス
クマネジメ
ント︒製造
業を中心に事業継続マネジ
メントのコンサルティング
を多数手掛ける︒

か﹂という問い

度判別すること

の有無をある程

で︑津波リスク

を活用すること

想定区域図など

だが︑津波浸水

答えは難しい︒

に対する明確な

（ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント作成）

りはない︒自分の町や会
社が明日にも大地震で被
災するかもしれないと
考え︑対策を講じること
が望まれる︒地震被害は
大きく分けると︑揺れに
よる損傷と津波がある︒
まず︑揺れによる損傷
だが︑１９８１年以前の
建物は︑旧耐震設計基準

建物

で建てられており︑現行
耐震設計基準の建物と比

揺れ

年以前の設計だとリスク大
対象

リスク評価基準
原因

．㍍以上の津波が想定される地域はリスク大
建物
津波

べ一般的に強度が弱い︒
そのため︑旧耐震建物に
ついては耐震診断を実施

旧耐震建物は補強を

⑤

企業経営と事業継続

精度で予測することも可
ものの︑地面がひび割れ

象の検知が困難ではある

える︒土砂災害は予兆現

明らかな予兆があると言

襲時に発生するもので︑

定するかがカギとなる︒

いかに合理的な高さを想

要であり︑逆に言えば︑

るかを検討することが必

度の高さまで対策を講じ

林 祥光 氏

能である︒

多くの企業の場合︑想

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
水災というと︑一般的

定される最悪のケースを

屋外に低い高さで設置した設備の水損

には河川洪水による被害
したりといった現

とで︑企業も前も

現象を踏まえるこ

こういった予兆

あり︑こういった立地で

浸水が想定される地域も

㍍︑あるいはそれ以上の

川の近くなどでは最大５

考える︒だが︑大規模河

前提に対策を進めようと

って準備した水災

象は存在する︒

したり︑湧水が濁ったり

高潮は台風や低気圧来

浸水規模と被害イメージ

をイメージすると思う
が︑ほかにも集中豪雨︑
高潮︑土砂災害による被
害も含まれる︒多くの場
合︑水災は予兆現象が存

対策を機能させる

は十分な対策を講じるの

せるなど予兆が発

品を高所に移動さ

たは数十倍の発生確率と

川洪水と比べて数倍︑ま

水となる集中豪雨は︑河

一方︑数十㌢程度の浸

は非常に困難である︒

生した時の対応も

水災対策は︑物

ことができる︒

あるが︑防水板を

なる場合も多い︒

リスクの大きさは︑発

設置したり︑設備

ろん重要であるが︑発生

なケースへの対応はもち

生確率と発生した場合の

これらの対策工

確率の高い規模の浸水対

被害の大きさの両面から

事は︑無制限な高

策も欠かすことはできな

造っておいたりす

さまで対応が可能

考えるべきである︒最悪

なわけではない︒

い︒

るなど︑事前の工

あらかじめどの程

事が多く伴う︒

基礎・架台を高く

（ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント作成）

在するという点で︑突発

大

的に発生する地震と大き

数㌢浸水

く異なる︒

集中豪雨

例えば︑河川洪水は︑

中

ある時突然発生するもの

数十㌢浸水

床下浸水
集中豪雨

ではなく︑豪雨の発生や

低い高さの設備、機器類が水損
小

１階床上浸水
数㍍浸水

水位上昇という予兆があ

河川際の立地だと建物損壊
河川洪水

１階水没、場合によっては２階も浸水
浸水規模

集中豪雨は︑一般に１

発生確率 想定される被害
現象

る︒
時間降水量が ㍉を超え
ると公共下水道の排水能
力が追い付かなくなり︑
被害が発生しやすくな
る︒これは非常に激しい
雨で︑地下にでもいない
限り︑降っていれば誰で
も気づくレベルである︒
近年は気象予報技術が向
上しているので︑一定の

水害、
予兆現象の把握を
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の脆弱な箇所で被害が発

くと︑多くの場合︑建物

台風レベルの強風が吹

クが高い︒

物内では特に窓際のリス

害を拡大させるため︑建

損傷部から雨が入り︑被

スが多い︒屋根や外壁の

時に雨も降っているケー

強風が吹く際には︑同

施する︒ベニヤ板などそ

設周辺の片付けなどを実

が予想される際には︑施

で補強する︒また︑強風

設備などはフレームなど

易構築物は撤去し︑屋外

へ改修するとともに︑簡

被害が発生する可能性は

ーなどは脆弱部であり︑

根瓦やガラス︑シャッタ

生する可能性は低い︒屋

クリートなどに被害が発

内容をいかに徹底するか

り︑これらの当たり前の

片付けの徹底が中心とな

らす意味での施設周辺の

設の強化と︑飛散物を減

脆弱部を減らすという施

対策としては︑建物の

と︑有効な対策はほとん

風速が

とが重要である︒

り屋外から物を減らすこ

例は多くあり︑可能な限

でも風で飛んでしまった

れなりに重量のあるもの

い︒

対策を取っていただきた

きく低減できる︒万全の

ことで︑風災リスクは大

たり前の対策を徹底する

繰り返しになるが︑当

る︒

げることが最も重要であ

たら︑可能な限り早く逃

ともある︒来襲を察知し

などであれば倒壊するこ

し︑来襲すると一般家屋

こと自体が困難である

どない︒予兆を把握する

㍍レベルとなる

一方︑竜巻などで瞬間

非常に高い︒また︑カー

に尽きる︒
脆弱な建材を強い建材

ポートや屋根付き自転車

ことも多い︒

置き場に被害が発生する

林 祥光氏

生する︒逆に︑鉄筋コン

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
日本では１年に数回︑
台風が上陸する︒多くの
台風は南から北へ進むに
つれて風速は弱まるが︑
本州でも瞬間風速 ㍍以
上の強風となる場合は多
くある︒強風は春の初め
に吹くことが多い︒ま
た︑﹁だし﹂や﹁おろ
し﹂といった地方風が吹
多くの地域では︑強風

く地域もある︒
は１年間でいつでも同じ
確率で吹くわけではな
く︑季節的な影響が大き
い︒ある意味では︑強風
が吹く時期が訪れること
自体を予兆だと考えるこ
ともできる︒
企業が風災対策を検討
する際には︑台風などで
㍍程度までの風

発生する瞬間風速で ㍍
から

㍍以上の風を分けて考

と︑竜巻などで見られる
えることが必要である︒

風災、
建物の脆弱部を補強
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規程・マニュアル︑安否

が重要である︒危機管理

し︑対応力を高めること

協力体制を確立すること

専門家や現地有力者との

することや︑危機管理の

のセキュリティーを強化

メラ・警備員の増加など

が不可欠である︒監視カ

育・研修を徹底すること

の展開を読み解き︑自社

テロや政変などから将来

動向を分析するように︑

ある︒

に織り込んでいく必要が

るか︑当初から事業計画

か︑発生時にどう対応す

ある︒海外事業を展開す

運営に取り入れる必要が

ら危機管理の視点を事業

中長期的には︑平時か

は重要性を増すだろう︒

ンテリジェンスが︑今後

洞察する危機管理面のイ

した情報を収集・分析・

の経営に反映する︒こう

伊橋 貴 之氏

確認システム︑海外出張
なども有効であろう︒

そして︑役職員一人一

るにあたり︑テロや政変

ど︑組織力を基礎から高

人が危機に対する感度を

一企業の努力でテロの

めることが望まれる︒

高め︑いざという時に適

などの危機が発生しない

いはし・たかゆき 企業
や各種組織
の海外危機
管理体制の
構築・運用
を支援して
いるほか︑リスクマネジメ
ントに関する調査・研究を
手掛ける︒

と言える︒

趨勢を左右する鍵になる

力が︑今後の海外事業の

抑止しようとする企業努

ざかり︑少しでも被害を

い︒しかし︑テロから遠

発生を防ぐことはできな

切に行動できるよう︑教

将来的な市場や技術の

の可否判断を見直すな

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
昨年末から世界各国で
テロが頻発している︒相
対的に安全だったはずの
先進国でもテロが相次ぐ
状況は︑これまでの﹁先
進国＝ローリスク﹂﹁そ
の他の地域＝ハイリス
ク﹂という単純な構造が
変化し︑境界があいまい
になっていることを意味
する︒それゆえ︑企業の
海外危機管理も情勢変化
への対応が必須となって
いる︒
企業は今︑何をすべき
なのか︒まず︑危機管理
における認識を根本的に
改める必要がある︒日本
と日本人は︑テロ組織・
テロリストの敵であり︑
テロの標的にされること
を認識し︑その前提で危
機管理に取り組まなけれ
短期的には︑改めて危

ばならない︒
機管理の取り組みを見直

テロ対策、
管理体制見直し
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の検討﹂だ︒﹁耐用年数
も拡大している︒欧米で

予見すべき誤使用の範囲

化でユーザーが拡大し︑

握﹂である︒グローバル

３点目は﹁誤使用の把

予見される撤去へ対処し

りするなどして起こる︒

たが安全装置が外された

れたり︑中古品を購入し

する際に邪魔で取り外さ

事故はユーザー側で使用

易な取り付け﹂である︒

を過ぎて使用するユーザ
は厳しく問われるため︑

指すことが望まれる︒

ーが悪い﹂との主張は通

奥村 直幸氏

らない︒そうした場合で

ないとメーカーが責任を

おくむら・なおゆき Ｐ
Ｌ︵製造物
責任︶に関
するコンサ
ルティング
を手掛ける
ほか︑ＰＬ事故の調査分析
などを担当している︒

認することを勧めたい︒

に抜けがないか今一度確

ている︒自社のＰＬ対策

バル化と共に確実に増し

コールのリスクはグロー

ク及びそれに付随したリ

た事例もある︒ＰＬリス

億円の罰金を課せられ

国ではリコールの遅れで

制も求められている︒米

ルを迅速に実施できる体

一方で企業にはリコー

おく必要がある︒

問われるため︑対処して

注意が必要だ︒

ェールセーフ設計﹂を目

最後は﹁安全装置の安

も安全に制御される﹁フ

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
製造業が抱える大きな
リスクの一つに製造物責
任︵ＰＬ︶に関するリス
クがある︒例えば︑昨今
のエアバッグ問題のよう
にリコール費用が総額１
兆円を超え︑事業の存続
に関わる事態にまで発展
実際にＰＬ事故の調査

することもある︒
に携わっていると︑製品
開発時のリスクアセスメ
ントにおいて︑企業の対
応が十分ではない点が見
１点目は﹁新製品の耐

受けられる︒
久性・信頼性の確認試
験﹂である︒開発時間の
短縮要請が強く︑簡略化
した耐久性試験のみで終
わらせる傾向がある︒実
際の使用条件を十分考慮
した過酷な使用条件下で
２点目は﹁製品の経年

の試験が望ましい︒
劣化に起因するリスクへ

ＰＬ事故、
リコール費高額
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ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主席コンサルタント
事業活動には多くのリ
スクを伴うが︑人命や賠
償責任を考えた場合︑企
業が所有・使用・管理す
る自動車をめぐる事故
は︑企業経営で大きなリ
スクとなる︒なぜなら︑
自動車事故は発生頻度が
高く︑第三者を巻き込む
可能性が高いからであ
近年︑多くの死傷者が

る︒
出る自動車事故が発生し
ているが︑国が安全対策
を強化したことで︑十分
な対策を講じることがで
きない企業は廃業を余儀
なくされるなど︑環境は
大きく変化した︒このよ
うに事業継続の観点か
ら︑企業が自動車事故防
止に積極的に取り組むこ
とは重要である︒
企業の自動車事故防止
対策としては︑継続的な
改善活動︵ＰＤＣＡサイ

最近１０年間の自動車

ある︒

車事故防止対策を講じる

ことができないのであ

て︑今年で制度発足１０

参考となる仕組みとし

ことが有効である︒その

安全管理体制を推進する

クル︶を繰り返すことで

マネジメントシステムの

減少してきた︒しかし︑

取り組みにより︑着実に

ントシステムの積極的な

加え︑これらのマネジメ

上や自動車の性能向上に

シートベルト着用率の向

安全上の課題や問題点を

ある︒こうした手法は︑

問するアンケートなどが

関する取り組み状況を質

ドライバーの事故防止に

価・分析する内部監査や

施策の効果を定期的に評

ては︑自動車事故防止の

落合 律氏

年目を迎える﹁運輸安全

形式的な運用だけでは自

明らかにし︑自動車事故

評価・分析の手法とし

マネジメント制度﹂や道

動車事故削減の効果は低

る︒

路交通安全マネジメント
い︒

事故件数や死傷者数は︑

システムの国際規格﹁Ｉ

リスクを低減させる上で

たり︑企業が運転者に対

十分に機能していなかっ

ハット情報が再発防止に

ら効果的な対策に取り組

うした手法を活用しなが

組む企業においては︑こ

自動車事故防止に取り

有効である︒

して行う運行知識や技量

んでいただきたい︒
分であったりすることが
つまり︑安全管理体制

起因となることが多い︒
構築のためのＰＤＣＡサ
イクルが﹁Ｐ︵計画︶﹂
・﹁Ｄ︵実行︶﹂で滞
り︑﹁Ｃ﹂︵評価・分
析︶の取り組みが不十分
であると︑効果的な自動

おちあい・りつ 人為的
な過失やミ
スのための
事故防止活
動を手掛け
るほか︑マ
ネジメントシステム導入に
よる事故防止体制構築を支
援している︒

向上のための教育が不十

は過去の事故やヒヤリ・

一般的に︑自動車事故

ＳＯ３９００１﹂などが

車事故防止、
評価・分析カギ
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責任を果たすことは︑企

ることがわかる︒社会的

して対応すべきものであ

く︑企業の社会的責任と

が求められるだけではな

る︒

儀なくされるケースもあ

り︑事業計画の変更を余

用は想定外の費用であ

原因となる︒この浄化費

なり︑開発工事の遅延の

場合︑浄化工事が必要と

した土地に汚染があった

けの問題ではない︒購入

壌汚染の特徴でもあ

費用の上振れリスクは土

こともある︒このような

染が拡大していたりする

見されたり︑想定外に汚

工事中に新たな汚染が発

い︒だが︑実際には浄化

に見積もることが望まし

工事の計画段階で精緻

リスクの対応では︑事業

このように︑土壌汚染

活用されているケースも

とは難しく︑損害保険が

るが︑確実に排除するこ

継続という観点からも極

ある︒

めて重要である︒

計画の遅延を発生させな

国土の小さい日本の土

いための﹁時間﹂の管理

地をいかに有効活用さ

一方︑土壌汚染は汚染

と︑いかに合理的な﹁費

極めて重要であり︑保険

用﹂で対策を完了させる

制度なども含めて新たな

せるかという観点でも土
時間を管理するために

仕組みづくりが望まれ

壌汚染リスクへの対応は
は︑実際の調査・工事だ

る︒

のかの２点が重要となる

けではなく︑関係省庁へ
域住民への説明などを遅
滞なく進めることも重要
となる︒これら全体を見
渡した工程管理が﹁時間
管理﹂のポイントとな
費用は事業収支にかか

る︒
わる重要な要素であり︑

とりがい・まこと 技術
士︵総合技
術監理部門︑
環境部門︶︒
保険を活用
したコンサ
ルティングで企業の抱える
土壌汚染問題の解決を支援
している︒

の申請などの手続きや地

︵図参照︶︒

を引き起こした企業だ

鳥貝 真氏

業の安定的な経営︑事業

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
上席コンサルタント
土壌汚染は企業経営に
とって重大なリスクの一
つである︒自らが汚染を
引き起こした企業であれ
ば︑行政からの命令等に
より汚染物質の拡散防止
などの対応が求められ
る︒関係法令に抵触しな
い場合でも︑ＣＳＲ︵企
業の社会的責任︶の観点
から同様の対処は必須と
なる︒
リーマン・ショック以
降︑全国の土地取引件数
は減少したが︑２０１２
年度から増加に転じ︑土
壌汚染対策の件数もそれ
に連動して増加してい
る︒また︑関係法令が契
機で実施した土壌汚染調
査は全体の約２割に過ぎ
ず︑その他の約８割は任
意に実施された自主的な
このことからも︑土壌

調査である︒
汚染問題は単に法令対応

土壌汚染、
新たな仕組みを
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るリスクもグローバル化

隙間を作らない﹁平常時

と︑個別リスク対策間に

為︑外国公務員等への贈

による会計等の不正行

会社や買収した海外企業

また︑海外の拠点・子

多岐にわたっている︒

争訴は依然として多く︑

近年の株主代表訴訟等の

ル化や多様化に伴って︑

なる︒リスクのグローバ

訴訟に発展することにも

への対応が求められる︒

事対応のプリンシプル﹂

﹁上場会社における不祥

自主規制法人が公表した

年２月

生後の危機管理では︑

り前の時代に

ることが当た

体制を構築す

ジメント﹂の

・リスクマネ

プライアンス

もとに﹁コン

社会的責任の

現在︑あらゆる企業が

はならない︒

報﹂の態勢構築も忘れて

﹁苦情対応﹂や﹁内部通

ることになる︒適切な

されるリスクを常に抱え

企業の役員は責任を追及

整備されていなければ︑

消できる﹁自浄態勢﹂が

祥事対応での問題点を解

そこに挙げられている不

て︑内部統制
システムにつ
いて︑企業集
団としての評
判・信頼の維
持や向上の観
点からの﹁平
常時態勢﹂

ふくだ・たかし 主にコ
ンプライアン
スリスクや顧
客満足・苦情
対応にかかわ
るリスクなど
に関するコンサルティング
に携わっている︒

なった︒加え

日に日本取引所

賄行為︑海外当局による

ど︑役員の責任が問われ

競争法違反行為の摘発な

また︑事件・不祥事発

必要がある︒

・多様化してきている︒
役員にとって最大の負の

福 田 隆氏

リスクであり︑株主代表

態勢﹂の二つを整備する

に起因する事件・不祥事

事件・不祥事の発生は
も多く発生している︒

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
シニアコンサルタント
２０１５年６月から施
行されている改正会社法
にて︑他の役員を監視す
る﹁監視義務﹂や内部統
制システムの構築義務が
より明確化され︑役員の
善管注意義務リスクが高
まっている︒
さらに︑証券取引所に
上場している企業に対し
てコーポレートガバナン
ス・コードも適用が開始
された︒同コードに従わ
ない場合︑納得し得る理
由を株主等に説明してい
ないと︑企業の役員は事
件・不祥事のような企業
運営上の問題が生じた
際︑責任を問われる可能
近年︑経営トップに主

性が大きくなる︒
な原因がある事件・不祥
事がみられる一方︑現場
の不正行為に対して監査
役を含む役員が適切な対
応をしていなかったこと

役員の責任リスク多様化
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は︑化学物質の性質や︑

一つ目の課題の解決策
与などが挙げられる︒

ル作成時からの現場の関

のか︶の記載︑マニュア

−Ｗｈｙ︵なぜそうなる

マニュアルへのＫｎｏｗ

とができる︒具体的には

を活用することも有効で

ータといった新しい技術

など︑ＩｏＴやビッグデ

を早期に検知したりする

り︑運転データから異常

故障を事前に予測した

思想などの原理原則を︑

効率的に行うことであ

は︑技術伝承を効果的・

二つ目の課題の解決策

いる︒

化で実用化が検討されて

いる産業保安のスマート

在︑経済産業省が進めて

ある︒これらの技術は現

る理解および装置の設計

協力会社も含め改めて理

る︒新たな人材に具体的

ために︑技術伝承は重要

な体験をさせることや︑

である︒しかし︑新たな

解することである︒これ

異常事象の早

人材の確保が困難となる

により︑緊急時の柔軟な

期発見能力の

中︑それを補完する意味

石油コンビナートなど

向上を図るこ

でも新しい保安技術は有

の大規模災害を軽減する

とができる︒

効であり︑併せて活用し

化することで

具体的には︑

事故防止の知識を形式知

マニュアル未

ていくことが望まれる︒
備のほか︑安
全体験やプラ
ント運転シミ
ュレーターに
よる体験学習
などである︒
また︑高度
なセンサー技
術により設備

たまだ・しんや 技術士
︵化学部
門︶︒化学
工場などの
火災・爆発
リスクの調
査や改善提案のほか︑リス
クアセスメント支援︑セミ
ナーを実施している︒

作成部分の整

対応能力の向上を図るこ

玉 田 真也 氏

化学反応プロセスに対す

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
近年︑石油コンビナー
トなどで大規模災害が相
次いで発生している︒素
材メーカーでは一度事故
が発生すると︑大規模災
害になりやすく︑災害に
伴う原料の供給停止によ
って影響が広範囲に及
ぶ︒そのため︑重点的に
防災活動が推進されてい
るが︑事故は軽減されて
いない︒原因には様々な
ものが考えられるが︑
﹁技術伝承の不足﹂が最
技術伝承の不足の課題

も重要と考えられる︒
としては︑二つ挙げられ
る︒一つ目は︑工場新設
の経験が少なく︑また設
備の自動化の進展によ
り︑原理原則を理解する
機会が不足していること
である︒二つ目は︑事故
防止の知識が熟練従業員
の暗黙知となっているこ
とである︒

技術伝承、
効率・効果的に
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る農園で使用する水の量

水より︑原材料を生産す

場内で飲料製品等に使う

水資源に関しては︑工

が増えることが予想され

数の増加により販売機会

る︒将来は異常高温の日

ターの売り上げが伸び

ビールやミネラルウオー

と︑気温が上昇すると︑

需要の変化に関して言う

一方︑気候変動による

グラム︵ＳＩ︱ＣＡＴ︶

動適応技術社会実装プロ

要である︒

影響を分析することが必

や機会を洗い出し︑その

事業活動に及ぼすリスク

響を与える︒そのため︑

しても様々な側面から影

題であり︑事業活動に対

な影響を及ぼす深刻な課

の方が何倍も多いと言わ

るため︑気温上昇に対応

り組みを進めている︒

れている︒そのため︑一

した適切な販売管理が求

横 山 天宗 氏

部の先進企業ではサプラ

を通じて︑気候変動予測

よこやま・たかひろ エ
コファンド等
の社会的責任
投資における
企業の環境経
営分析を手掛
けるほか︑気候変動に関す
る調査研究に携わってい
る︒

ら重要である︒

とが︑事業継続の観点か

活用し︑対策を進めるこ

うしたツールを積極的に

うと取り組んでいる︒こ

に関する情報を発信しよ

日本全国の豪雨や猛暑等

ツールを開発し︑将来の

文部科学省では気候変

イチェーン全体を対象に

められる︒

料の安定確保に向けた取

気候変動は社会に広範

水リスクを分析し︑原材

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
上席コンサルタント
異常気象の増加等を受
け︑多くの企業が気候変
動が事業継続に影響を及
ぼすリスクについて認識
し始めている︒弊社が上
場企業を対象に毎年行っ
ている環境アンケートに
よると︑気候変動の進行
に伴う﹁自然災害の増
大﹂や﹁水資源の減少﹂︑
﹁売上機会の損失﹂など
について︑多数の企業が
例えば︑食料品業界の

懸念している︒
場合︑気候変動による自
然災害の増大や水資源の
減少により︑原材料の調
達や需要の変化といった
面で影響が生じると言わ
れている︒近年︑原材料
産地の米国やオーストラ
リア等では大規模な干ば
つが発生し︑原材料が高
騰するリスクや必要な量
の確保が困難になるリス
クが高まっている︒

気候変動リスク 対策必要

⑮

企業経営と事業継続

を完全に防ぐことが難し

によって︑現在では侵入

々現れる新種のウイルス

講じてきた︒しかし︑日

入させないための対策を

フトを活用して内部へ侵

過程の企業内外への通信

が攻撃を拡大させていく

スを制限する﹂﹁攻撃者

データベースへのアクセ

ワーク境界を区分けし︑

ト接続する端末のネット

タベースとインターネッ

重要情報が含まれるデー

具体的には︑﹁大量の

策が重要になってくる︒

防御の考え方に沿った対

を防ぐためには︑初動対

攻撃による深刻な被害

いくことも必要である︒

意識向上・維持を図って

通じて︑継続的に社員の

る︒そのため︑訓練等を

等につながることにな

内部侵入を許し︑漏えい

感染した場合︑攻撃者の

人でも開封しウイルスに

うなメールを企業内の一

対しては︑一つの対策が

ールや新種のウイルスに

こうした標的型攻撃メ

かに検知・遮断できるシ

し︑悪意ある通信を速や

を的確かつ効率的に確認

は︑普段からネットワー

要となる︒そのために

行うことができるかが重

応をいかに早く︑適切に

得・検知するとともに︑

ステムを用意する﹂等が

有事対応について︑社内

突破されたとしても︑最

さらに︑

調整フローを含めた手順

終的に漏えい等の被害を

最近の標的

を整備することなども有

クやパソコンのログを取

型攻撃メー

効な対策となる︒

挙げられる︒

ルの文面は
化してお
り︑一見す
るだけでそ
れと判断す
ることが非
常に困難で
ある︒しか
し︑このよ

いぐち・ようすけ 専門
は情報セキ
ュリティ
ー︒主な著
書に﹃リス
クマネジメ
ント 個人情報保護と危機
管理﹄︵共著︑第一法規︶
がある︒

非常に巧妙

受ける確率を減らす多層

井 口 洋輔 氏

くなっている︒

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
近年︑企業が所有する
個人情報や重要な技術情
報等を狙った﹁標的型攻
撃メール﹂による被害が
増加している︒この攻撃
の主な特徴は︑ウイルス
を仕込んだ不正なメール
を介して添付ファイルの
開封やＵＲＬリンクをク
リックさせて︑企業内部
への侵入の足掛かりを作
ることにある︒
その手口は年々巧妙・
多様化し︑攻撃を受けて
いること自体に気付かな
い企業も多く存在する︒
その結果︑きっかけはさ
さいなことだったとして
も︑気付かないうちに侵
入を許してしまい︑経営
を揺るがす事態に発展し
ているケースが散見され
る︒
このような攻撃に対し
て︑多くの企業ではこれ
まで主にウイルス対策ソ

サイバー攻撃、
多層防御を
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る︒

論が形成されるのであ

は悪だ﹂というネット世

かないうちに﹁この企業

となる︒企業自身が気付

企業もある︒

をマニュアル化している

を受けた際の対応や手順

業側に通報される︒通報

ビでも報じられることに

ス︑さらには新聞やテレ

が作られ︑ウェブニュー

その後︑まとめサイト

︵リツイート︶させる︒

識し︑対策を講じておく

な企業のリスクとして認

ーシャルメディアを新た

を失墜させないよう︑ソ

失敗によって企業の信頼

そのため︑事後対応の

ん︑インターネット上で

う企業もある︒もちろ

の芽を摘み取る対応を行

ブサポート﹂などリスク

トを申し出る﹁アクティ

積極的に返信し︑サポー

古 字 朗人 氏

ーザーは︑私的制裁の感

より︑大々的な炎上事態

けではなく︑経営層にも

の積極的なアプローチは

高いインターネットリテ

難易度が高い︒担当者だ
たとえ

必要があ

ば︑自社に

イムに把握

をリアルタ

や拡散状況

か︑炎上する前に検討し

の備えが必要であるの

リスクがあり︑どの程度

自社にとってどの程度の

ソーシャルメディアが

ラシーが要求される︒

するため︑

ていただきたい︒
がウェブモ
ニタリング
を導入して
いる︒危な
い兆候が見
られれば︑
ただちに企

こじ・あきひと 事故や
不祥事の調
査研究︑危
機管理に関
するコンサ
ルティング
やセミナーを多数実施︒

多くの企業

ティブ投稿

関するネガ

る︒

さらに︑投稿に対して

情も込めて情報を拡散

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
ソーシャルメディアは
承認欲求を満たしてくれ
るツールである︒文章や
写真を投稿すると︑瞬時
に世界中から﹁いいね
！﹂をもらえる︒一方
で︑従業員が不適切行為
の写真を投稿して﹁炎
上﹂した事件が起こるな
ど︑ソーシャルメディア
は企業にとって新たなリ
スクとなった︒
とりわけ︑数年前に起
かった即席麺への虫混入
事案では︑商品への苦情
が虫の写真付きでツイッ
ターに投稿され︑企業側
の対応の悪さも重なり︑
企業の信頼が失墜した︒
しかし︑インパクトの
ある投稿だけで必ずしも
大炎上にはならない︒む
しろ︑企業側が迅速に事
後対応をしなかったり︑
不誠実な対応をしたりす
れば︑インターネットユ

ネットリテラシー必要に
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②では拠点としての意

等︶も重要となる︒

集合場所等の取り決め

との連絡手段・地震後の

み︵自宅の耐震化︑家族

従業員の家庭での取り組

取り組みにとどまらず︑

するかをあらかじめ明確

て﹂﹁いつまでに﹂行動

が﹂﹁何を﹂﹁どうやっ

速に行うためには︑﹁誰

これらの意思決定を迅

の対応方針を決定する︒

の 勤 務 体 制 ﹂等 の 課 題 へ

る従業員への対応﹂﹁翌日

帰宅是非﹂﹁帰宅／残留す

把握した上で︑﹁従業員の

とどまれる状態か︶﹂
等を

し︑課題を洗い出して︑

員でルールを理解・検証

を行う等して︑参加者全

約および意思決定の対応

設置や︑情報の報告・集

すなわち︑対策本部の

みが欠かせない︒

的に改善していく取り組

く︑訓練等を実施し継続

を策定するだけではな

向上させるには︑ルール

徳本 諒氏

思決定を行う対策本部を

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
主任コンサルタント
自然災害のなかでも︑
地震は発生頻度が高く発
生時の被害が大きいた
め︑企業の事業継続に大
きな影響を及ぼす︒ま
た︑突発的に発生するた
め事前の備えが特に重要
となる︒地震が発生した

安全確保後〜（地震発生３日間程度）

とくもと・りょう 専門
は自然災害
リスク評価
およびリス
クマネジメ
ント︒企業
に対するＢＣＭ︵事業継続
マネジメント︶コンサルテ
ィングを多数実施︒

ろう︒

想定した対策も必要であ

ることができない事態を

余震が頻発し建屋内に入

ける対応のルール化や︑

地震が発生した場合にお

の対応事例から︑夜間に

本地震における被災企業

なお︑２０１６年の熊

必要となるのである︒

改善していく取り組みが

②状況把握・意思決定

がある︒また︑実効性を

設 置 し ︑﹁ 従 業 員 の 安 否 ﹂ にルール化しておく必要

地震発生直後

﹁拠点の被害状況
︵安全に

①安全確保

場合︑初動対応では人命

《地震初動対応の概要》

安全が最優先となるが︑
その内容は時間軸・行動
主体等により﹁①安全確
保﹂﹁②状況把握・意思
決定﹂に大別できる︒
①は従業員の生命およ
び企業の資産を守るため
の行動であり︑個人およ
び自衛消防組織が自律的
かつ確実に実行しなけれ
ばならない︒混乱が収ま
った後に速やかに復旧・

対応ルールの策定
・周知
資機材の整備
対策本部設置、情
報収集訓練の実施
従業員の安否確
認
拠点内外の情報
収集
社内外への情報
発信
対策本部

事前対策例
行動例
行動主体

対応ルールの周知
建物、設備・什器
等の耐震化
避難訓練・消防訓
練の実施
身体の安全確保
火災・津波避難
消火活動
個 人 ・
自 衛 消
防 組 織

事業継続に向けた行動に
移るためには︑従業員が
無事に出社できる状態で
あることが望まれる︒
そのため︑企業内での

地震時、
行動ルール明確化
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（注）
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント作成

応が行われたという点で
る︒そのような場合には

想定しておく必要があ

被害が甚大となることも

を複数回経験し︑拠点の

地震のように大規模地震

性を継続的な訓練で見直

よい︒そして︑その有効

にまとめておくだけでも

行動をＡ４用紙１枚程度

の際に各部門が取るべき

る︒マニュアルは︑有事

な訓練がポイントであ

中 島 克人 氏

ある︒
他拠点で業務を代替する

ＢＣＰ︵事業継続計

を早期に復旧させること

で分散生産するのは︑費

て︑日ごろから複数拠点

例えば製造業におい

こることはほとんどない

前に想定したとおりに起

画︶では︑被災した拠点

が基本的な考え方であ

用対効果の面で非効率で
具︑設備などを他拠点に

ある︒一方︑金型や治

こう動いた﹂という経験

が︑﹁あの時の訓練では

熊本地震を受けてＢＣ

が生きるはずである︒

するために解決すべき課

が理想だが︑代替生産を

事前に訓練しておくの

きたい︒

まえて取り組んでいただ

をせず︑自社の状況を踏

われるが︑決して背伸び

着手する企業も多いと思

Ｐの策定または見直しに

題を抽出しておくだけで
替拠点は国内だけでな
く︑海外拠点も含めて考
えておくのがよい︒
ＢＣＰをＢＣＭ︵事業
継続マネジメント︶に発
展させ︑その活動を定着
させていくには︑シンプ
ルなマニュアルと継続的

なかじま・かつひと 建
設業界を経
て現職︒約
９年にわた
り︑大手企
業に対する
事業継続計画策定および訓
練コンサルティングに一貫
して従事︒

も有効である︒また︑代

ある︒

ことを考えている企業も

移動して代替生産をする

実際の緊急事態は︑事

る︒しかし︑今回の熊本

すことが大事である︒

ことが必要となる︒

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
上席コンサルタント
４月の熊本地震では２
度の震度７の地震の発生
や余震の頻発により︑事
業中断を余儀なくされる
企業がある一方で︑東日
本大震災の教訓を活か
し︑早期に事業を再開し
た企業もあった︒
製造業Ａ社は東日本大
震災時に生産再開のボト
ルネックとなった治具に
ついて︑予備のものを用
意していたことが功を奏
し︑熊本地震で被災した
工場を早期に生産再開し
た︒製造業Ｂ社は東日本
大震災時の計画停電の経
験を活かし︑自家発電機
の確保を急ぎ︑工場周辺
の電力が復旧する前に生
産を再開した︒
Ａ社︑Ｂ社に共通して
いるのは︑自社工場の生
産再開のボトルネックを
明確にし︑事前対策の実
施あるいは迅速な事後対

簡易指針と継続的訓練を
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その情報を国内外に発信

ームページなどを通じて

ビジネスに結び付けるこ

務を獲得した︒自社のＢ

とである︒

ＣＭを経営者自らお客さ

段ボール製造会社は︑特

東日本大震災を契機に

高 橋 孝一 氏

定の製品においては技量

事業継続の取り組みは大

するとともに︑経営者自

る﹂仕組みを構築するこ
を要するため代替要員が

きく変わろうとしてい

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
取締役執行役員

とである︒実際に﹁もう

いなかったが︑ＢＣＭの

る︒自然災害からビジネ

らお客さまに自社のＢＣ

かるＢＣＭ﹂を実践して

観点から多能工化の教育

スを守ることや︑事業を

まに説明し︑ビジネスに

いる企業は存在する︒

を行った︒その後︑特定

早期に復旧することを目

Ｍの取り組みを説明して

ＡＴＭに現金を補充す

製品に対し通常の２倍の

的としたＢＣＭから︑お

また︑ある中小規模の

る業務を行っている某セ

購入依頼があったが︑多

客さまのニーズやＩＴ

結び付けた事例である︒

キュリティー会社では︑

能工化により複数の従業

︵事業継続マネジメン

大地震発生時にＡＴＭに

員で製造することができ

ト︶を活用して﹁もうか

確実に現金を供給できる

企業の経営者にＢＣＰ

ＢＣＭを構築した︒その

む事業環境の急激かつ大

︵情報技術︶の進歩を含
もうかるＢＣＭのポイ

たため︑もうかった︒

が︑金融機関のＢＣＭを

後︑この会社の経営者

︵事業継続計画︶の策定
目的を尋ねると︑﹁自然
災害やテロ等の有事発生
時でも︑企業の責務とし
て自社の製品やサービス
をお客さまに提供し続け
る﹂と回答される︒ＢＣ
Ｐを有事発生時に活用す
る行動マニュアルと位置
付けると︑防災対策の１
つとなりコストとして扱
われるため︑経営資源の
投下は必要最低限になり

たかはし・こういち
年間︑リス
クマネジメ
ント業務に
従事︒内閣
府や国土交
通省︑文化庁︑経団連の委
員のほか︑ＢＣＰ策定支援
の講師として全国で講演し
ている︒

︵この項おわり︶

に変わりつつある︒

幅な変化に対応する﹁経

…自社のＢＣＭの取り組みを
ホームページに掲載した
り、マスコミを活用して広
くＰＲする
───────────
（注）
ＳＯＭＰＯリスケアマネ
ジメント作成

営戦略﹂としてのＢＣＭ

誇れるＢＣＭ

ントは︑平時から活用で

…ＢＣＭの内容を通常業務に
組み入れる仕組みを構築
し、平時から活用できるも
のにする

きるＢＣＭを策定し︑ホ

平時から役立つＢＣＭ

支えることができること

…自社のＢＣＭを経営者自ら
お客さまに説明し、新たな
ビジネスを獲得する

を説明し︑新たな委託業

トップセールスをするＢＣＭ

内閣府の﹁事業継続ガ

もうける・もうかる
ＢＣＭのポイント

やすい︒
イドライン第三版﹂で
は︑﹁経営者に求められ
る事項﹂が新設され︑
値を高める体制を構築す

﹁ＢＣＭを通じて︑
企業価
ることで︑競争力を磨き
高め︑取引や利益等の拡
大を目指すこと﹂という
文言が記載されている︒
趣旨は平時からＢＣＭ

もうかる仕組み構築を

